
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12
月31日(金)

午後7時頃 霧島市国分中央3丁目 路上

年齢20～30歳,身長175cm位,
服装不明,中肉

《霧島市で不審者事案》
女子高校生が帰宅途中,男から「何歳」と声を掛けられ無視し
たところ,腕を掴まれました。

2
2021年12
月31日
（金）

- - - -

《さつま町で行方不明事案》
【年齢】84歳,男性
【身体特徴】身長165cm位,やせ型,白髪交じりの短髪,黒色の
ジャンパー,茶色のスウェットズボンを着用
【行方不明の状況】令和3年12月31日午後8時頃,さつま町求名
の自宅で家族が確認した後,行方不明となっています。

3
2021年12
月31日
（金）

- - - -

《さつま町で行方不明事案・追加手配》
令和3年12月31日午後8時頃,行方不明になっている男性は,白
色の軽トラックに乗っている可能性があります。

4
2021年12
月30日(木)

- - - -

《枕崎市で行方不明事案》
【年齢】90歳,男性
【身体特徴】身長165cm,やせ型紺色のヤッケ(防寒着),緑色の
作業ズボンを着用
【行方不明の状況】令和3年12月30日午後2時頃,枕崎市内を
原動機付自転車で走行する姿を走行する姿を近隣住民が目
撃後,行方不明となっています。

5
2022年01
月06日(木)

午前3時40分頃 鹿児島市坂之上2丁目34番付近 路上

年齢不明,身長160～170cm
位,中肉,黒色トレーナー上衣
着用,傘を所持

《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。

6
2022年01
月05日(水)

午後2時10分頃 霧島市隼人町内山田4丁目 路上

70歳後半位,身長160cm位,や
せ型,スキンヘッド,黒色ロング
Tシャツ,青色ストレッチパンツ
着用,のこぎり様の物を所持

《霧島市で不審者事案》
小学生と中学生の男児複数が,のこぎり様の物を持って歩い
ている男を目撃しました。

7
2021年12
月31日(金)

- - - -

《さつま町における行方不明事者の発見》
12/31(金)から行方不明となっていた男性は,発見されました。
ご協力ありがとうございました。

8
2022年01
月06日(木)

午後4時30分頃
霧島市隼人町姫城
県道2号線沿い付近

路上

20～30歳位,中肉,黒色ニット
帽,黒色上衣着用,黒色軽自動
車使用

《霧島市で不審者事案》
小学生女児に,車に乗った男が近づき,スマートフォン様の物を
向けました。

9
2022年01
月07日(金)

午後6時50分頃
鹿児島市山田町
県道210号線付近

路上

30～40歳代位,身長170cm位,
中肉,短髪,ダウンジャケット着
用

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

10
2022年01
月08日(土)

午前6時頃 鹿児島市樋之口町5番付近 路上

30～40歳位,身長170cm位,中
肉,黒色キャップ,黒色の長袖
上衣,黒色長ズボン着用,自転
車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が,自転車に乗った男から「キスしていい」と声を掛けられ
ました。

11
2022年01
月08日(土)

午後2時20分頃 鹿児島市永吉1丁目 敷地内

40～50歳位,身長170～180cm
位,小肥り,ニット帽,黒色系の
長袖上衣,黒色系の長ズボン
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。

12
2022年01
月08日(土)

午後4時40分頃 鹿児島市平之町11番 敷地内

40歳代前半位,身長160cm位,
小肥り,短髪,黒色のダウン
ジャケット,ベージュ色の長ズ
ボン着用

《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。

13
2022年01
月08日(土)

午後6時50分頃 鹿児島市大竜町7番付近 路上

30～50歳位,身長170～180cm
位,やせ型,上衣が長袖イン
ナーの上にTシャツ,ハーフパ
ンツ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が帰宅中,男から卑わいな言葉を掛けられました。

14
2022年01
月10日(月)

午前10時40分頃
鹿児島市桜島横山町の敷
地内

公衆
トイレ

20歳代位,身長165cm位,やせ
型,黒色短髪,青色ウインドブ
レーカー上衣,黒色系のズボ
ン着用

《鹿児島市でのぞき事案》
女性が,トイレで男にのぞかれているのに気付きました。

県警あんしんメール配信状況　令和４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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15
2022年01
月08日(土)

午前6時30分頃 鹿児島市城山町7番付近 敷地内

50～60歳位,身長165cm位,や
せ型,黒色短髪(坊主が伸びた
感じ),暗い色のキャップ,黒縁
眼鏡,長袖ジャンパー,長ズボ
ン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が,男から卑わいな言葉を掛けられました。

16
2022年01
月10日(月)

午後8時20分頃 鹿屋市札元1丁目22番付近 路上

30歳代位,身長170cm位,小肥
り,黒髪マッシュ系,上下黒色の
スウェット着用

《鹿屋市で声掛け事案》
女子高校生が,男から「付き合ってくれませんか。」と声を掛け
られました。

17
2022年01
月10日(月)

午後9時20分頃 鹿屋市札元1丁目3番付近 路上

30歳代後半位,身長160～
170cm位,小肥り,黒髪長髪,
ハット帽,黒縁眼鏡,上下黒色
の服を着用

《鹿屋市で声掛け事案》
女子高校生が,男から「今,お時間ありますか。」などと声を掛け
られました。

18
2022年01
月12日(水)

午後2時50分頃
肝属郡東串良町池之原
県道541号線沿い

路上

年齢不明,身長170cm位,中肉,
眼鏡,黒色キャップ,黒色長袖
上衣,黒色長ズボン着用

《東串良町で不審者事案》
小学生男児複数が下校中,男からスマートフォン様の物を向け
られました。

19
2022年01
月10日(月)

午後3時頃 大島郡伊仙町大字伊仙 公園内

20歳代位,身長165cm位,やせ
型,黒色短髪,黒色キャップ,黒
縁眼鏡,黒色ジャンパー,黒色
ジーパン着用

《伊仙町でつきまとい事案》
小学生女児が,男につきまとわれました。

20
2022年01
月13日(木)

午前7時20分頃
薩摩川内市樋脇町市比野
上之湯地区

路上

40～50歳位,やせ型,白髪交じ
りの短髪,黒色ジャンパー着
用,シルバー色系の自動車使
用

《薩摩川内市で声掛け事案》
小学生女児が登校中,車に乗った男から「寒いでしょ。車に
乗って待っとかんね。」などと声を掛けられました。

21
2022年01
月13日(木)

午後6時40分頃
鹿児島市坂之上3丁目4番
付近

路上

40歳代位,身長175cm位,やせ
型,黒髪,黒色ジャンパー着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
小学生男児が帰宅中,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

22
2022年01
月12日(水)

午後7時40分頃 鹿屋市寿7丁目12番付近 路上

20～30歳代位,身長175～
180cm位,中肉,黒色天然パー
マの短髪,黒縁眼鏡,黒っぽい
ジャージ上衣,黒っぽい長ズボ
ン着用

《鹿屋市で不審者事案》
女子高校生が,男から「今時間ありますか。」などと声をかけら
れ,背中を触られました。

23
2022年01
月13日(木)

午後7時30分頃 鹿児島市中央町 路上

30歳代位,黒縁眼鏡,暗い緑色
のジャケット着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女子高校生複数名が通行中,男からつきまとわれ,スマートフォ
ンを向けられました。

24
2022年01
月14日(金)

午前8時10分頃 霧島市国分府中町5番付近 路上

年齢不明,黒髪ショートカット,
白色トレーナー様上衣着用,
白色系の軽自動車使用

《霧島市で声掛け事案》
小学生男児が登校中,車に乗った女から「乗っていかない
ね。」と声を掛けられました。

25
2022年01
月11日(火)

- - - -

《指宿市で行方不明事案》
【年齢】67歳,女性
【身体特徴】身長140cm位,やせ型,黒色白髪交じりのショート
カット
【行方不明の状況】令和4年1月11日午前9時30分頃,指宿市山
川の自宅付近から出掛けたまま,行方不明となっています。

26
2022年01
月13日(木)

午後8時頃 鹿児島市中央町の駅付近 地下通路

30歳代後半位,中肉,黒縁眼
鏡,黄土色のダウンジャケット,
黒色長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が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ました。

27
2022年01
月11日(火)

- - - -

《指宿市で行方不明事案の内容訂正》
本日配信した行方不明事案について,指宿警察署の電話番号
は「0993-22-2110」でしたので訂正いたします。

28
2022年01
月14日(金)

午後6時20分頃 指宿市西方 店舗内

50～60歳位,中肉,白髪,黒縁
眼鏡,黒色キャップ,黒色ジャー
ジ上衣,黒色長ズボン着用

《指宿市で声掛け事案》
女子中学生が,男から「写真撮っていい。」などと声を掛けられ,
携帯電話を向けられました。

29
2022年01
月14日(金)

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180cm位,
やせ型,黒色短髪,黒色コート,
黒色長ズボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
男が,買い物中の小学生女児の体を触り,逃げました。

30
2022年01
月15日(土)

午前7時30分頃 鹿屋市笠之原町10番付近 路上

30～40歳位,身長170～175cm
位,中肉,茶系のパーマ様の髪
（目にかかるくらいの長さ）,黒
色の帽子(ツバ無し),上下黒色
のジャージ着用

《鹿屋市で公然わいせつ事案》
女子中学生が,下半身を露出した男を目撃しました。
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31
2022年01
月16日(日)

午後10時10分頃 鹿児島市小野町の店舗 敷地内

40～50歳代位,やせ型,黒色短
髪,眼鏡,服装不明,灰色系の
軽自動車使用

《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。

32
2022年01
月16日(日)

午後4時頃 志布志市有明町野井倉 路上

40歳代位,身長180cm位,中肉,
肩位までの長さの髪,黒色サン
グラス,黒色またはあずき色の
キャップ,深緑色のジャンパー着
用,赤色系の自動車使用

《志布志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。

33
2022年01
月17日(月)

午後9時20分頃 霧島市国分中央3丁目42番付近 路上

30～40歳代位,身長170cm位,
やせ型,黒色短髪,眼鏡,黒色ダ
ウンジャケット,ズボン着用

《霧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。

34
2022年01
月17日(月)

午後6時頃 鹿児島市吉野町　実方付近 路上

20歳代前半位,身長165～
170cm位,小肥り,茶色短髪,紺
色作業服上下着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が帰宅中,自分の下腹部付近を触っている男を目
撃しました。

35
2022年01
月11日(火)

- - - -

《指宿市における行方不明者の発見》
1/11(火)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。

36
2022年01
月19日(水)

午後3時50分頃
大島郡徳之島町母間
県道80号線沿い

路上

40～50歳代位,やせ型,茶色の
パーマ風(耳が隠れる程の長
さ),サングラス(オレンジ色のレ
ンズ)着用,黄色系の軽自動車
使用

《徳之島町で声掛け事案》
小学生男児が下校中,車に乗った男から「送ろうか。」と声を掛
けられました。

37
2022年01
月18日(火)

午後4時10分頃 姶良市加治木町諏訪町 路上

【男Aの特徴】50～60歳代位,
身長165cm位,小肥り,白髪交
じりの短髪,紺色ニット帽,紺色
ジャンパー,紺色長ズボン着用

【男Bの特徴】詳細不明

《姶良市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,2人組の男のうち1人(男A)から「こっちに
おいで,飴をあげるから。」などと声を掛けられました。

38
2022年01
月20日(木)

午前7時10分頃 鹿屋市笠之原町13番付近 路上

30歳代位,身長165cm位,中肉,
黒髪パーマ,四角の黒縁眼鏡,
黒色ジャージの下に黒色パー
カー,黒色ズボン着用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生女児が,男から「ちょっと時間ありませんか。」などと声を
掛けられ,手を掴まれました。

39
2022年01
月20日(木)

午前7時30分頃 鹿屋市笠之原町20番付近 路上

40歳代位,身長170cm位,中肉,
黒髪で全体にウェーブがか
かっている,黒縁眼鏡,黒色ダ
ウンジャンパー,黒色ズボン着
用

《鹿屋市で声掛け事案》
女子中学生が,男から「今,時間ある。」などと声を掛けられまし
た。

40
2022年01
月19日(水)

午前7時20分頃 大島郡伊仙町大字犬田布 路上

50～60歳代位,白髪交じりの
短髪,黒色系長袖上衣,黒色系
のキャップ着用,黒色系の自
動車使用

《伊仙町で声掛け事案》
小学生女児複数が登校中,車に乗った男から「送ろうか。」など
と声を掛けられました。

41
2022年01
月20日(木)

午後4時頃
鹿児島市下伊敷1丁目45番
付近

路上

30歳代位,身長180cm位,やせ
型,短髪,茶色長袖ジャージ上
衣,黒色長ズボン着用,肩掛け
バッグ所持

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生男児が,男に「ちょっと待って。」と声をかけられつきまと
われました。

42
2022年01
月20日(木)

午後6時40分頃 鹿児島市中央町　駅付近 路上

20歳代位,身長170cm位,中肉,
黒髪短髪,黒色パーカー,黒色
ダウンジャケット,黒色ズボン
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。

43
2022年01
月22日(土)

午後零時50分頃
鹿児島市内を走行中の市
電内

市電内

20歳代後半～30歳代半ば位,
身長180cm位,中肉,坊主に近
い黒髪短髪,深緑色のパー
カー様上衣,灰色ズボン着用,
黒色手提げバッグ所持

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が,男からつきまとわれました。

44
2022年01
月22日(土)

午後3時50分頃
日置市伊集院町猪鹿倉朝
日ヶ丘

路上

30～40歳代位,身長160cm位,
小肥り,黒色短髪,青色パー
カー,灰色のスウェットズボン
着用

《日置市で不審者事案》
女子中学生複数が,下着姿の男を目撃しました。

45
2022年01
月22日(土)

午後零時40分頃
霧島市国分福島3丁目25番
付近

路上

30～40歳代位,中肉,黒色短
髪,黒縁眼鏡,黒色パーカー様
上衣着用,黒色系軽自動車使
用

《霧島市でつきまとい事案》
女子中学生複数が,車に乗った男につきまとわれました。
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46
2022年01
月21日(金)

午後1時30分頃
日置市伊集院町下谷口の
学校先

路上

60～70歳代位,身長165～
170cm位,中肉,白髪短髪,黒色
系のキャップ,黒色サングラス,
茶色系ジャンパー,黒色系長
ズボン着用

《日置市で不審者事案》
小学生男女複数名が,男に声をかけられ,スマートフォンを向け
られました。

47
2022年01
月24日(月)

午後4時頃 鹿屋市札元1丁目24番付近 路上

30歳代位,身長170cm位,中肉,
長髪,黒色ネックウォーマー,黒
色ジャンパー,黒色長ズボン着
用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「何年生ですか。」「時間ある。」
などと声を掛けられました。

48
2022年01
月25日(火)

午後1時頃 鹿児島市中央町 地下通路

20～30歳代位,身長170cm位,
中肉,黒髪短髪,黒色ジャン
パー,暗い色の長ズボン着用

《鹿児島市で盗撮事案》
女性が階段を通行中,男からスマートフォンで盗撮されました。

49
2022年01
月25日(火)

午後4時10分頃
鹿児島市明和1丁目25番付
近

路上

50歳代位,身長165～170cm
位,中肉,青色ニット帽,眼鏡,黒
色と紺色の長袖上衣,黒色の
長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が,男からスマートフォンを向けられました。

50
2022年01
月24日(月)

午後3時50分頃 鹿児島市小川町4番付近 路上

30～40歳代位,中肉,茶髪（肩
までの長さ）,白色系の自動車
使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,車から降りようとした女に「こっち来て。」
と声を掛けられました。

51
2022年01
月26日(水)

午後零時頃 鹿児島市吉野1丁目 店舗内

20歳代前半位,身長180cm位,
やせ型,赤茶色の短髪,黒色ロ
ングコート,黒色系のスウェット
下衣着用

《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。

52
2022年01
月26日(水)

午後3時30分頃
霧島市隼人町東郷1丁目
公園付近

路上

40～50歳代位,中肉,坊主頭,
黒色サングラス,黒色上衣着
用,青色系自動車使用

《霧島市で不審者事案》
小学生男児複数が,車に乗った男からスマートフォンを向けら
れました。

53
2022年01
月27日(木)

午前7時20分頃
霧島市国分広瀬2丁目41番
付近

路上

50歳代位,やせ型,黒髪,緑色
の野球帽,黒色の長袖上衣,茶
色の長ズボン着用,赤色ポー
チを所持,自転車使用

《霧島市で声掛け事案》
小学生男児が登校中,自転車に乗った男から「暗いから学校ま
で送ろうか。」「お菓子をあげるよ。」などと声を掛けられまし
た。

54
2022年01
月27日(木)

午後2時頃
鹿児島市伊敷台1丁目の店
舗

敷地内

年齢等不明,上下青色系の服
を着用,青色系の軽自動車使
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。

55
2022年01
月28日(金)

午前7時10分頃 日置市伊集院町麦生田 路上

30～40歳代位,緑色のパー
カー着用

《日置市で不審者事案》
小学生女児が登校中,男から腕を掴まれました。

56
2022年01
月27日(木)

午後5時30分頃 鹿児島市桜ヶ丘4丁目 路上

10歳代位,身長155～165cm
位,やせ型,黒色短髪,青色
ジャージ上衣,黒色ズボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
小学生女児が帰宅中,男に体を触られました。

57
2022年01
月25日(火)

午後5時頃
鹿児島市東郡元町
県道217号線沿い

路上

40歳位,身長160cm位,やせ型,
黒色キャップ,暗い色の作業服
様上衣を着用

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

58
2022年01
月26日(水)

午後11時40分頃
鹿児島市鴨池1丁目13番付
近

路上

30歳代後半位,身長175cm位,
小肥り,縮れた様な黒髪短髪,
ベージュ色のウインドブレー
カー様上衣の中に白色肌着,
白色ブリーフ着用

《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。

59
2022年01
月28日(金)

午後4時30分頃 霧島市国分郡田 路上

60歳代位,眼鏡,黒っぽい上衣
着用

《霧島市で声掛け事案》
小学生男女複数が下校中,男から「何年生,家はどこ。」などと
声を掛けられました。

60
2022年01
月29日(土)

午後零時50分頃 南さつま市加世田宮原 路上

20歳代位,やせ型,金色短髪,
灰色長袖上衣,灰色長ズボン
着用,黒色系の自動車使用

《南さつま市で公然わいせつ事案》
女子高校生が通行中,車に乗った男から「かわいいね,乗せて
いくよ。」などと声をかけられ,露出した下半身を見せられまし
た。
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61
2022年01
月28日(金)

午後3時30分頃 出水市西出水町 路上

50～60歳代位,中肉,黒色ジャ
ンパー,黒色ネックウォーマー
着用,自転車使用

《出水市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,自転車に乗った男から「お菓子食べな
い。」などと声を掛けられました。

62
2022年01
月28日(金)

午前零時頃 日置市伊集院町下谷口 路上

20歳代位,白色の自動車使用 《日置市で声掛け事案》
通行中の女性が,車に乗った男からつきまとわれ,「こんにち
は。」と声を掛けられました。

63
2022年01
月28日(金)

午後4時10分頃
鹿児島市紫原2丁目43番付
近

路上

60歳位,身長165cm位,中肉,紺
色ジャンパー,紺色長ズボン,
紺色野球帽着用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が下校中,男から手のひらを顔に近づけられまし
た。

64
2022年01
月25日(火)

- - - -

《鹿児島市におけるつきまとい事案の解決》
1/25(火),鹿児島市東郡元町の県道217号線沿い路上で,女子
中学生複数が下校中,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,警察で指導しました。御協力ありがと
うございました。

65
2022年01
月30日(日)

午後10時頃
鹿児島市鴨池1丁目36番付
近

路上

年齢等不明,身長170cm位,や
せ型,黒色上衣,黒色長ズボン
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。

66
2022年01
月30日(日)

午後5時30分頃
鹿児島市東郡元町18番付
近

路上

30～40歳代位,身長170cm位,
黒髪短髪,ダウンベストの中に
長袖シャツ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が,男から「300円でいいからお金貸して。」などと
声を掛けられました。

67
2022年01
月29日(土)

午前10時30分頃 日置市伊集院町土橋 路上

40歳代位,短髪,灰色の軽自動
車使用

《日置市で不審者事案》
小学生男児が,車に乗った男から手招きされました。

68
2022年01
月29日(土)

午後3時頃
鹿児島市武岡2丁目
公園付近

敷地内

20歳代位,身長170㎝位,中肉,
黒髪短髪,黒色半袖シャツ,黒
色短パン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児複数が,男から「こっち来い,逃げるな,待て。」と怒
鳴られました。

69
2022年02
月01日(火)

午後8時30分頃
鹿児島市谷山中央1丁目
国道225号線沿い

路上

30～40歳代位,身長170～180
㎝位,小肥り,短髪,暗めの半袖
Tシャツ,下衣は男性下着を着
用

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

70
2022年02
月03日(木)

午前7時20分頃
霧島市国分中央3丁目20番
付近

路上

30歳代位,身長170㎝位,中肉,
黒色ジャンパー,長ズボン着用

《霧島市でつきまとい事案》
女子中学生が登校中,男につきまとわれました。

71
2022年02
月02日(水)

午後3時10分頃 鹿屋市笠之原町17番付近 路上

若い男,身長175～180㎝位,中
肉,黒色短髪,黒色サングラス,
黒色のダウン着用,黒色のト
ラック使用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,車から降りてきた男に「こっちへおい
で。」と声を掛けられました。

72
2022年02
月04日(金)

午前7時20分頃
霧島市牧園町宿窪田
県道50号線沿い

路上

50歳代位,小肥り,白髪混じり,
紺色ジャンパー着用,白色軽ト
ラック使用

《霧島市で不審者事案》
小学生男児複数が,車に乗った男からスマートフォンを向けら
れました。

73
2022年02
月04日(金)

午前7時30分頃 奄美市名瀬古田町 路上

30～40歳位,黒色ジャージ様
の上下,茶色系ニット帽着用,
肩掛け鞄を所持

《奄美市で声掛け事案》
小学生女児が登校中,男から「家で遊ばない。」と声を掛けられ
ました。

74
2022年02
月04日(金)

午後3時20分頃 出水市西出水町 路上

50～60歳位,身長160㎝位,黒
色ジャンパー,黒色ネック
ウォーマー着用,前後かご付き
白色自動車使用

《出水市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,自転車を押して歩く男から声を掛けられ
ました。

75
2022年02
月04日(金)

午後5時20分頃
鹿児島市玉里団地１丁目
79番付近

路上

30歳代位,身長175㎝位,中肉,
黒縁眼鏡,黒色スーツ上下着
用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
小学生女児が,下半身を露出した男を目撃しました。
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76
2022年02
月04日(金)

午後5時頃 鹿児島市下荒田3丁目 公園

40歳代位,身長150㎝位,中肉,
灰色上衣,紺色長ズボン着用,
白色軽自動車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生男児複数が,女からつきまとわれました。

77
2022年02
月04日(金)

午後4時20分頃
鹿児島市玉里団地2丁目3
番付近

駐車場

50～60歳代位,身長170㎝位,
小肥り,灰色の上衣,紺色の
ジーパン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生複数が,下半身を露出した男を目撃しました。

78
2022年02
月05日(土)

午後４時30分頃 鹿児島市中央町 店舗内

20～30歳代位,身長160～170
㎝位,黒髪短髪,上下黒色
ジャージ着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性がエスカレーターを利用中,男から脚を触られました。

79
2022年02
月07日(月)

午後3時20分頃
鹿児島市伊敷5丁目20番付
近

路上

30歳代位,身長165㎝位,やせ
型,長めの髪,黒色長袖パー
カー様の上衣,黒色長ズボン
着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が通行中,男から「お菓子を買ってあげるからつい
ておいで。」などと声を掛けられました。

80
2022年02
月07日(月)

午後4時20分頃 鹿屋市寿4丁目 路上

20～30歳代位,身長170㎝位,
中肉,黒色短髪パーマ

《鹿屋市で声掛け事案》
女子高校生が帰宅中,男から「何年生,かわいいね。」などと声
を掛けられ,つきまとわれました。

81
2022年02
月08日(火)

午後3時20分頃
出水市西出水町
花立交差点付近

路上

50～60歳位,やせ型,短髪,黒
色帽子,黒色系の上衣,黒色系
のズボン着用,前かご付き自
転車使用

《出水市で声掛け事案》
小学生女児複数が下校中,自転車乗りの男から声を掛けられ
ました。

82
2022年02
月08日(火)

午後9時20分頃
鹿児島市東谷山3丁目1番
付近

路上

年齢不詳,身長170㎝位,小肥
り,短髪,青色系の長袖上衣,
ベージュ色系のズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が,男から卑わいな言葉を掛けられました。

83
2022年02
月10日(木)

午前8時頃
鹿児島市東坂元4丁目26番
付近

路上

50歳代位,身長170㎝位,白髪
交じりの短髪,白色半袖肌着
上衣,黒色ジーパン着用

《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。

84
2022年02
月11日(金)

午後3時10分頃
鹿児島市東谷山1丁目40番
付近

路上

40～50歳位,身長170㎝位,小
肥り,黒髪（前髪が長め）,黒色
ジャンパーの中に白色Tシャ
ツ,黒色ズボンを着用

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

85
2022年02
月12日(土)

午後8時頃 鹿児島市武3丁目14番付近 敷地内

年齢等不明,やせ型,黒色系上
衣着用

《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。

86
2022年02
月13日(日)

午後10時50分頃
鹿児島市東谷山1丁目51番
付近

路上

40～50歳位,身長170㎝位,や
せ型,角刈りで髪が少し伸びた
感じ,上下紺色のウインドブ
レーカー着用

《鹿児島市で不審者事案》
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。

87
2022年02
月15日(火)

午前7時50分頃
鹿児島市山田町
県道210号線付近

路上

40～50歳位,身長170㎝位,中
肉,黒色ニット帽,黒色ダウン
ジャケット,黒色ズボン着用

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

88
2022年02
月15日(火)

午後零時40分頃 日置市伊集院町恋之原 路上

40～60歳代位,身長170cm位,
上下淡い色の服着用

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

89
2022年02
月15日(火)

午後4時10分頃 曽於市財部町南俣 路上

50歳代位,眼鏡,灰色の上着を
着用,白色の自動車使用

《曽於市でつきまとい事案》
小学生女児複数名が通行中,車に乗った男からつきまとわれ
ました。

90
2022年02
月15日(火)

午前11時50分頃 鹿児島市平之町11番付近 敷地内

30～40歳代位,身長175cm位,
中肉,黒色ニット帽,黒色長袖
上衣,黒色長ズボン着用

《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。

91
2022年02
月15日(火)

午前10時40分頃
鹿児島市下伊敷1丁目52番
付近

敷地内

40～50歳代位,身長170cm位,
中肉,黒色ニット帽,黒色ジャン
パー,紺色ジーパン着用

《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。
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92
2022年02
月14日(月)

午後8時50分頃
鹿児島市東谷山7丁目30番
付近

路上

50～60歳位,身長160～170cm
位,肥満,黒色短髪,黒色長袖
上衣,黒色パンツ(下着)着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生複数が下着姿で腹部を露出している男を目撃しま
した。

93
2022年02
月16日(水)

午後5時10分頃 奄美市名瀬鳩浜町 路上

30歳代位,身長160cm位,小肥
り,黒色短髪,赤色長袖上衣,黒
色系長ズボン着用

《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。

94
2022年02
月17日(木)

午後10時50分頃
鹿児島市下荒田2丁目27番
付近

路上

30歳代位,身長170cm位,小肥
り,黒髪短髪,黒色パーカー着
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に声をかけられました。

95
2022年02
月18日(金)

午前6時40分頃
鹿児島市東谷山1丁目62番
付近

路上

20～30歳代位,身長170cm位,
中肉,黒色短髪,黒色系ジャン
パー,黒色ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が,ズボンを下げている男を目撃しました。

96
2022年02
月20日(日)

午後8時30分頃 鹿児島市武岡1丁目 住宅

性別・年齢等不明,白色の上
衣着用

《鹿児島市でのぞき容疑事案》
女性が入浴中,外から窓を開けようとしている手に気付きまし
た。

97
2022年02
月18日(金)

午後4時20分頃
姶良郡湧水町稲葉崎の国
道付近

路上

50歳代位,中肉,白髪交じりの
黒色短髪,黒縁眼鏡,黒色の
ジャンパー着用,白色自動車
使用

《湧水町で不審者事案》
小学生女児が下校中,車に乗った男から手招きされました。

98
2022年02
月21日(月)

午後4時20分頃
鹿児島市郡山町の国道付
近

路上

20～30歳代位,身長170～
180cm位,やせ型,紺色ニット
帽,カーキ色のジャケット,色不
明の長ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,背後から近づいて来た男から「何年生,
家はどこ。」などと声を掛けられました。

99
2022年02
月22日(火)

午前7時40分頃
南さつま市加世田町の県道
29号線付近

路上

60歳代位,身長175cm位,やせ
型,白髪,紺色系の帽子,上下
黒色のウインドブレーカー着
用

《南さつま市における不審者事案》
女子中学生複数が登校中,男から声をかけられました。女子
中学生らが男を無視したところ,背中を触られました。

100
2022年02
月22日(火)

- - - -

《南さつま市における不審者事案の内容訂正》
本日(2/22)配信した,南さつま市における不審者事案の場所は
「南さつま市加世田川畑の県道29号線付近 」でしたので訂正
いたします。

101
2022年02
月22日(火)

午後2時50分頃 伊佐市大口大田 店舗内

50～60歳代位,身長175cm位,
中肉,白髪交じりの短髪,紺色
のキャップ,黒色のジャンパー,
灰色のズボン着用,白色系の
軽トラック使用

《伊佐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。

102
2022年02
月21日(月)

午後5時30分頃 鹿児島市吉野町　七社付近 住宅

70歳代位,身長160cm位,やせ
型,白髪の短髪,藍色のジャン
パー,ベージュ色の長ズボン
着用

《鹿児島市で不審者事案》
男児が在宅中,訪問してきた男から,家族のことなどを聞かれま
した。

103
2022年02
月22日(火)

午後5時頃 鹿屋市寿7丁目4番付近 路上

30～40歳代位,身長175cm位,
中肉,黒色短髪,眼鏡,黒色のダ
ウン上衣,黒色のズボン着用

《鹿屋市でつきまとい事案》
通行中の女性と小学生女児が,男からつきまとわれました。

104
2022年02
月22日(火)

午後7時頃
鹿児島市内を走行中のバ
ス車内

バス内

30～40歳代位,身長170cm位,
やせ型,黒髪の天然パーマ,黒
縁眼鏡,緑色のジャージ上衣,
茶色のジャージ下衣着用

《鹿児島市でちかん事案》
男子高校生が,男から体を触られました。

105
2022年02
月24日(木)

午前7時50分頃 南さつま市加世田武田 路上

60歳代位,身長175cm位,やせ
型,白髪,白色の帽子,銀縁眼
鏡,灰色ジャージ上衣,カーキ
色のズボン着用

《南さつま市における不審者事案》
女子中学生が登校中,男から声をかけられ,背中を触られまし
た。

106
2022年02
月24日(木)

午後6時20分頃 南九州市知覧町西元 路上

40～50歳代位,中肉,色不明の
野球帽着用

《南九州市でつきまとい事案》
女子高校生が帰宅中,男から「こんばんは。今帰り？」などと声
をかけられ,つきまとわれました。

107
2022年02
月24日(木)

午後3時頃 日置市伊集院町郡2丁目 路上

60歳代位,中肉,灰色のパー
カー着用,フードを被る

《日置市で声掛け事案》
通行中の男子中学生が,男から「お菓子をあげるからついてき
て。」などと声を掛けられました。
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108
2022年02
月24日(木)

午前9時頃 鹿児島市武1丁目30番付近 路上

40歳代位,黒色のジャンパー,
カーキ色のズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が,男から声を掛けられ,手首を掴まれました。

109
2022年2月
22日・24日

- - - -

《南さつま市における不審者事案の解決》
2/22(火)と2/24(木)に,南さつま市内 で,女子中学生が男から
声をかけられ背中を触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。

110
2022年02
月24日(木)

午後4時10分頃 阿久根市栄町 路上

40歳代位,身長170cm位,白髪
交じりの髪,黒色系のジャン
パー,茶色系のズボン着用

《阿久根市でつきまとい事案》
小学生女児が通行中,男からつきまとわれました。

111
2022年02
月25日(金)

午後3時30分頃 霧島市国分府中町 路上

40～50歳代位,中肉,黒色の野
球帽,白色の上衣着用,黒色系
の自動車使用

《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「ねぇ,君。」と声を掛
けられ,手を振られました。

112
2022年02
月25日(金)

午後3時30分頃 鹿屋市共栄町3番付近 路上

40～50歳代位,身長180cm位,
やせ型,黒色長髪,上下白色系
作業着を着用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生男児複数が,男から「おもちゃをあげる。」などと声を掛
けられました。

113
2022年02
月25日(金)

午後7時50分頃 鹿児島市薬師1丁目 路上

60歳代位,身長170cm位,小肥
り,薄い白髪,眼鏡,黒色のダウ
ンジャケット,下衣黒色の
ジャージ様を着用

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

114
2022年02
月26日(土)

午後5時50分頃
姶良市西餠田の店舗駐車
場内

駐車場

年齢等不明,黒色軽自動車使
用

《姶良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。

115
2022年02
月26日(土)

午後4時40分頃 出水市米ノ津町40番付近 路上

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

《出水市でつきまとい事案》
小学生女児複数が帰宅中,男からつきまとわれました。

116
2022年02
月27日(日)

午前11時頃
鹿児島市武岡2丁目28番付
近

路上

20～30歳代位,身長160cm位,
小肥り,黒髪短髪,灰色長袖T
シャツ,暗い色の長ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男女複数が,男から「なめてんのか。」などと怒鳴られま
した。

117
2022年02
月26日(土)

午後7時頃
霧島市国分野口6番付近の
河川敷

路上

20歳代後半位,身長170cm位,
中肉,黒髪短髪,黒色ジャケッ
ト,黒色ジーパン着用

《霧島市で声掛け事案》
女子高校生が,男から卑わいな言葉を掛けられ,腕を掴まれま
した。

118
2022年02
月27日(日)

午後1時30分頃 鹿屋市寿3丁目8番付近 路上

30歳代前半位,身長170cm位,
やせ型,黒髪（耳が隠れる程
の長さ）,黒色ジャンパー,黒色
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「今,時間ある。」などと声を掛け
られ,手を握られました。

119
2022年02
月26日(土)

- - - -

《霧島市における声掛け事案の内容訂正》
本日配信した,霧島市における声掛け事案の場所は「霧島市
国分野口町6番付近の河川敷」でしたので訂正いたします。

120
2022年03
月01日(火)

午後4時30分頃 薩摩川内市五代町 路上

20歳代位,中肉,焦げ茶色系の
短髪,白色系の軽自動車使用

《薩摩川内市で不審者事案》
小学生男児が下校中,車に乗った男がお菓子を見せつけなが
ら通り過ぎていきました。

121
2022年03
月02日(水)

午前零時10分頃 日置市東市来町 店舗内

30～40歳代位,身長170cm位,
小肥り,黒色短髪,白地に黒色
の横ボーダー柄の長袖ス
ウェット上衣,長ズボン着用

《日置市で声掛け事案》
女性が買い物中,男から「何を食べるの。」などと声を掛けられ
ました。

122
2022年03
月02日(水)

午後8時40分頃
鹿児島市谷山中央1丁目の
駅付近

駐車場

20～30歳代位,身長160cm位,
中肉,短髪,紺色ダウンジャケッ
ト,青色ジーパン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が帰宅中,下腹部付近を触っている男を目撃しま
した。

123
2022年03
月02日(水)

午後4時40分頃
大島郡和泊町大字古里
県道84号線沿い

路上

80歳位,中肉,白髪短髪,灰色
系の自動車使用

《和泊町で声掛け事案》
小学生男児が帰宅中,車に乗った男から「家まで送っていくよ。
乗っていかない。」などと声を掛けられました。
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124 - - - - -

《Emotet(エモテット)に関する相談が急増中》
先月中旬以降,県内の企業や個人からEmotetの感染に関する
相談が多く寄せられています。
Emotetとは,メールに添付された文書ファイルや圧縮ファイル
等を開いたりすることで感染する不正プログラムです。
感染すると,連絡先情報等が盗まれ,さらにその連絡先に対し
て攻撃メールが送信され,感染が拡大していきます。
Emotetの攻撃メールは,過去にメールでやりとりしたことのある
先方のメールアドレスが送信元に表示されていたり,自分が
送ったメールの返信を装ったものなど,受信者にとって判断が
つきにくいものがあります。
知人や取引先からの送信に見えるメールでも,安易に添付ファ
イルを開かず,差出人に電話で確認する等慎重な対応をしてく
ださい。

125
2022年03
月03日(木)

午前11時50分頃 鹿児島市内 列車内

30～40歳代位,身長170cm位,
中肉,黒髪長髪,黒色長袖T
シャツ,黒色ジーパン着用

《列車内で不審者事案》
女性が,男からしつこく肩を触られました。

126
2022年03
月03日(木)

午後5時10分頃
鹿児島市城山2丁目6番付
近

路上

70～80歳位,身長165cm位,や
せ型,黒色のジャンパー,グ
レー色のズボン着用,カメラ所
持

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児が複数で帰宅中,男からカメラを向けられました。

127
2022年03
月04日(金)

午後6時10分頃
鹿児島市山田町
県道35号線沿い

路上

30～40歳代位,身長160～
170cm位,小肥り,坊主頭,黒色
長袖ウインドブレーカー着用,
黒色の軽自動車使用

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

128
2022年03
月04日(金)

午後6時30分頃
鹿児島市自由ヶ丘1丁目8
番付近

路上

20～30歳位,身長170cm位,小
肥り,短髪,黒色長袖上衣,ベー
ジュ色の長ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が帰宅中,男から卑わいな言葉を掛けられました。

129
2022年03
月04日(金)

午後7時30分頃
鹿児島市宇宿4丁目30番付
近

路上

年齢は若め,身長170～180cm
位,小肥り,長袖ジャンパー様
上衣,ブリーフ様下着を着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が,下着姿の男を目撃しました。

130
2022年03
月04日(金)

午後7時40分頃
薩摩川内市西向田町13番
付近

駐車場

50歳代位,身長175cm位,やせ
型,青色フード付きヤッケ着用

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

131
2022年03
月06日(日)

午前11時50分頃 霧島市隼人町真孝 路上

40～50歳位,身長170cm位,中
肉,黒髪短髪,黒色系の長袖T
シャツ着用,黒色系の普通自
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「何年生です
か。」「車に乗りますか。」などと声を掛けられました。

132
2022年03
月07日(月)

午後2時頃 鹿児島市中央町の駅付近 地下通路

20～30歳位,身長170cm位,や
せ型,銀色の細縁眼鏡,灰色の
パーカー,黒色の長ズボン着
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移動中,脚に何かが触れた感
触があり振り返ったところ,後ろにいた男が手を引っ込めまし
た。

133
2022年01
月29日(土)

午後零時50分頃 - - -

《南さつま市における公然わいせつ事案の解決》
本年1/29,南さつま市加世田宮原 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。

134
2022年03
月08日(火)

午後5時10分頃
鹿児島市西田3丁目3番付
近

路上

30～40歳代位,身長160～
170cm位,中肉,黒色ニット帽,
黒色のジャンパー,黒色の長
ズボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が,男からつきまとわれました。

135
2022年03
月08日(火)

午後6時30分頃
鹿児島市中山2丁目22番付
近

路上

30歳代位,身長170cm位,小肥
り,短髪,眼鏡,黒色半袖Tシャツ
着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が複数で帰宅中,男から卑わいな言葉を掛けられ
ました。

136
2022年03
月09日(水)

午後3時30分頃 西之表市西之表下西 路上

60歳位,中肉,茶色系の短髪,
黒色の長袖上衣着用,シル
バー系の軽トラック使用

《西之表市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,車に乗った男から「お家はどこ。」などと
声を掛けられました。

137
2022年03
月09日(水)

午後4時10分頃
大島郡龍郷町久場
県道81号線沿い

路上

30～40歳代位,やせ型,黒髪短
髪,眼鏡,黒色Tシャツ着用,シ
ルバー系の軽自動車使用

《龍郷町で声掛け事案》
小学生女児が下校中,車に乗った男に「ちょっと乗っていく。」と
声を掛けられました。
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138
2022年03
月09日(水)

午後4時20分頃
鹿児島市石谷町
県道210号線沿い

路上

若い感じ,身長165～170cm位,
やせ型,黒髪短髪,スポーツ用
サングラス,黒色ジャンパー着
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,ランドセルを引っ張
られました。

139
2022年03
月09日(水)

午後4時40分頃
鹿児島市下伊敷1丁目36番
付近

公園

40歳代位,身長160cm位,小肥
り,坊主,ジャンパー,長ズボン
着用,黒色系の自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が,自転車に乗った男に「何年生。」と声を掛けら
れました。

140
2022年03
月09日(水)

午後7時50分頃 鹿児島市坂之上2丁目 路上

20歳代後半位,身長165cm位,
中肉,黒髪短髪(センター分け),
灰色の半袖Tシャツ,灰色の
ハーフパンツ着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
男女が複数で帰宅中,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

141
2022年03
月09日(水)

午後9時10分頃 鹿児島市坂之上1丁目 路上

20～30歳代位,中肉,短髪,ト
レーナー様の上衣,赤色の下
着を着用

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

142
2022年03
月10日(木)

午前7時40分頃
鹿児島市谷山中央3丁目
国道225号線沿い

路上

40歳代位,身長170cm位,中肉,
黒髪短髪,上下黒色のジャー
ジ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が登校中,男から「名前と電話番号は。」などと声
を掛けられました。

143
2022年02
月22日(火)

午後5時頃 - - -

《鹿屋市におけるつきまとい事案の解決》
2/22(火),鹿屋市寿7丁目4番付近 で,通行中の女性と小学生
女児が,男からつきまとわれた事案については,その後,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。

144
2022年03
月09日(水)

午後1時10分頃
薩摩川内市中郷4丁目
国道267号線沿い付近

路上

60～80歳位,身長160cm位,や
せ型,ハット着用

《薩摩川内市で声掛け事案》
小学生女児が複数で帰宅中,男から「一緒に帰ろう。」と声を掛
けられました。

145
2022年03
月11日(金)

午後11時30分頃
鹿児島市谷山中央2丁目谷
山緑地公園付近

敷地内

40～50歳位,身長160cm位,小
肥り,眼鏡,白色のトレーナー着
用

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

146
2022年03
月12日(土)

午後1時30分頃 いちき串木野市東塩田町 店舗内

10歳代後半位,身長175cm位,
中肉,黒色短髪,白色の長袖T
シャツ,青色の短パン着用,
リュックサック所持

《いちき串木野市でちかん事案》
女子高校生が複数で買い物中,男に体を触られました。

147
2022年03
月13日(日)

午後6時10分頃
鹿児島市城西1丁目3番付
近

敷地内

50歳代位,身長160cm位,やせ
型,眼鏡,緑色の半袖アロハ
シャツ着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が,近寄ってくる男に遭遇しました。

148
2022年03
月13日(日)

午後9時10分頃
鹿児島市下荒田3丁目35番
付近

路上

20歳位,身長160～170cm位,
黒色系の上衣着用

《鹿児島市でちかん事案》
女子高校生が通行中,男に体を触られました。

149 - - - - -

《還付金があると持ちかける電話にご注意》
役場職員等をかたり介護保険料などの還付金があると持ちか
けてATMへ誘い出す不審電話の相談が最近また増えていま
す。
【注意点】
★電話で「還付金」,「通帳」,「キャッシュカード」の話は詐欺を
疑って！すぐに電話を切り相談しましょう！
★ATMコーナーでは通話しない,させない
　携帯電話で通話しながらATMを操作している人をみかけた
らお声掛けをお願いします！
★家族や身近な人たちにも知らせてください。

150
2022年03
月12日(土)

午前11時50分頃 霧島市隼人町小浜 路上

40～50歳位,身長165cm位,中
肉,黒髪短髪,黒色サングラス,
黒色のジャンパー,茶色の長
ズボン着用

《霧島市で不審者事案》
小学生男児が下校中,両手を広げて近寄ってくる男に遭遇しま
した。

151
2022年03
月14日(月)

午後2時30分頃 鹿児島市宇宿2丁目 店舗内

50歳代位,身長165cm位,中肉,
黒髪短髪,黒色のポロシャツ,
黒色の長ズボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が買い物中,男からつきまとわれました。
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152
2022年03
月14日(月)

午後8時頃 薩摩川内市中郷3丁目 住宅

性別を含め不詳,白色系の携
帯電話を所持

《薩摩川内市でのぞき事案》
女性が入浴後,窓から携帯電話を向けられているのに気付き
ました。

153
2022年03
月14日(月)

午後6時40分頃 鹿児島市高麗町10番付近 路上

30歳代位,身長165cm位,小肥
り,黒髪短髪,黒色のパーカー,
青色系のジーパン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が帰宅中,男から「靴下を見せてくれ。」などと声を
掛けられました。

154
2022年03
月15日(火)

午後3時20分頃
鹿児島市永吉1丁目19番付
近

路上

50～60歳位,身長170cm位,中
肉,黒髪,黒色の野球帽,銀色
の細縁丸レンズの眼鏡,紺色
のジャンパー,水色のジーパン
着用,水色のスマートフォン所
持

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が複数で下校中,男からスマートフォンを向けられ
ました。

155
2022年03
月15日(火)

午後7時20分頃
鹿児島市皇徳寺台3丁目59
番付近

路上

30～40歳代位,身長165cm位,
小肥り,黒色短髪,白色の長袖
Tシャツ,ベージュ色系のボク
サーパンツを着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が帰宅中,下着姿の男を目撃しました。

156
2022年03
月15日(火)

午後8時10分頃
鹿児島市東谷山7丁目1番
付近

路上

30～40歳代位,身長170cm位,
小肥り,黒髪短髪,眼鏡,黒色系
の半袖Tシャツ着用

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

157
2022年03
月16日(水)

午後3時40分頃 南九州市知覧町郡 路上
70歳代位,青色のキャップを着
用,白色系の軽トラック使用

《南九州市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,車に乗った男から「乗っていくか。」など
と声を掛けられました。

158
2022年03
月15日(火)

午後3時20分頃 - - -

《鹿児島市における不審者事案の解決》
3/15(火),鹿児島市永吉1丁目で小学生女児複数が,男からス
マートフォンを向けられた事案は,行為者が判明し解決しまし
た。御協力ありがとうございました。

159
2022年03
月16日(水)

午後4時30分頃 鹿屋市川東町 路上

30歳代位,身長165～170cm
位,やせ型,黒色の帽子,黒色
のジャンパー,黒色の作業着
ズボン着用,オートバイ使用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生女児が複数で下校中,男から「おいで,おいで。」と声を
掛けられ,手招きをされました。

160
2022年03
月16日(水)

午後8時頃 鹿屋市寿4丁目9番付近 路上

20歳代後半位～30歳代前半
位,中肉,坊主が少し伸びた感
じの頭髪,上下黒色系の服を
着用,自転車使用

《鹿屋市でつきまとい事案》
女性が複数で通行中,自転車に乗った男からつきまとわれまし
た。

161
2022年03
月15日(火)

午後8時40分頃
鹿児島市谷山中央1丁目
駅付近

路上

40歳代位,小肥り,黒髪短髪,ボ
クサーパンツを着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が複数で帰宅中,下着姿の男を目撃しました。

162
2022年03
月17日(木)

午前6時50分頃
鹿児島市谷山中央1丁目
駅付近の高架橋下

路上

20歳代位,身長160cm位,やせ
型,黒髪短髪,紺色系長袖ジャ
ンパー,ボクサーパンツを着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が登校中,下着姿の男を目撃しました。

163
2022年03
月17日(木)

午後8時10分頃 奄美市名瀬矢之脇町 住宅

性別・年齢等不明 《奄美市でのぞき容疑事案》
女性が入浴中,窓の外の人影に気付きました。

164
2022年03
月17日(木)

午後11時40分頃
鹿児島市東谷山3丁目33番
付近

路上

20～30歳代位,身長175～
180cm位,小肥り,短髪,黒色系
タンクトップ着用

《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。

165
2022年03
月16日(水)

午後4時30分頃 - - -

《鹿屋市における声掛け事案の解決》
3/16(水)に,鹿屋市川東町 で,小学生女児が複数で下校中,男
から「おいで,おいで」と声を掛けられ,手招きをされた事案が発
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。

166
2022年03
月18日(金)

午後6時10分頃
南さつま市加世田津貫を走
行中

バス内

50歳位,中肉,白髪短髪,黒色
長袖上衣着用

《南さつま市で不審者事案》
女子高校生が,走行中のバス内で男からスマートフォンを向け
られました。

167
2022年03
月18日(金)

午前10時30分頃
鹿児島市清和1丁目30番付
近

路上

20～30歳代位,中肉,黒色の
マッシュルームカット,灰色系
の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が通行中,車に乗った男から「どこに行くの。」など
と声を掛けられました。
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168
2022年03
月18日(金)

午後3時30分頃
鹿児島市谷山中央7丁目25
番付近

路上

30歳代後半～40歳代位,身長
165～170cm位,小肥り,黒色短
髪,細い縁の眼鏡,灰・白・黒色
基調のTシャツ,長ズボン着用

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

169
2022年03
月19日(土)

午前7時30分頃 指宿市西方 路上

20歳代位,身長160cm位,やせ
型,黒髪パーマ,眼鏡,上下黒色
のウインドブレーカー着用,灰
色系の自動車使用

《指宿市で声掛け事案》
女子中学生が,車の後部座席から降りてきた男から「お姉ちゃ
ん。」と声を掛けられ,つきまとわれました。

170
2022年03
月19日(土)

午後10時40分頃
鹿児島市東谷山1丁目11番
付近

路上

年齢不詳,身長175cm位,中肉,
頭髪不明,茶色かオレンジ色
の長袖シャツ着用

《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。

171
2022年03
月21日(月)

午後3時頃 鹿児島市甲突町5番付近 路上

30～40歳代位,身長170cm位,
中肉,灰色のキャップ,灰色の
長袖スウェット,ベージュ色の
長ズボン着用,黒色系の自動
車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が帰宅中,車から降りてきた男に「一緒にドライブ
行こう。」などと声を掛けられました。

172
2022年03
月24日(木)

午後4時30分頃
鹿児島市草牟田2丁目22番
付近

路上

60歳代位,身長160～165cm
位,小肥り,短髪白髪交じり,黒
縁眼鏡,赤色と青色のチェック
柄長袖シャツ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が通行中,男から「おうちはどこね。」と声を掛けら
れました。

173
2022年03
月25日(金)

午後2時30分頃
霧島市隼人町松永1丁目付
近

路上

【男1の特徴】20歳代位,身長
170cm位,中肉,黒色長髪,黒色
トレーナー,ジーパン様のズボ
ン着用,黒色の自転車使用
【男2の特徴】20歳代位,身長
165cm位,中肉,茶色シャツ,
ジーパン様のズボン着用,黒
色の自転車使用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児が,自転車に乗った2人に「君,何年生,おうちどこ。」
などと声を掛けられました。

174
2022年03
月25日(金)

午後5時50分頃
鹿児島市田上1丁目3番付
近

路上

20～40歳代位,身長170cm位,
やせ型,小豆色のニット帽,黒
色の長袖上衣,青色ジーパン
着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が,下腹部付近を触っている男を目撃しました。

175
2022年03
月28日(月)

午後3時頃
鹿児島市玉里団地2丁目48
番付近

路上

50歳代位,白髪交じりの短髪,
スーツ様の上衣着用,灰色系
の軽自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が,車に乗った男に「お母さんは。」などと声を掛け
られました。

176
2022年03
月26日(土)

午後2時頃 鹿児島市小松原1丁目 店舗内

30歳代位,中肉,青色のジーパ
ン着用,黒色のウエストポーチ
所持

《鹿児島市でちかん事案》
女子中学生が買い物中,男に体を触られました。

177
2022年03
月28日(月)

午前10時頃 鹿児島市緑ケ丘町4番付近 路上

60～70歳代位,スキンヘッド,紫
色の軽自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が通行中,車に乗った男から「危ないだろう。」と声
を掛けられ,後をつけられました。

178
2022年03
月28日(月)

午後1時頃
鹿児島市紫原1丁目5番付
近

路上

40歳代位,身長160cm位,中肉,
茶色のボサボサ髪,白色の半
袖Tシャツ,紺色の長ズボン着
用

《鹿児島市でちかん事案》
小学生女児が,男に「かわいいね。」などと声を掛けられ,体を
触られました。

179
2022年03
月28日(月)

午後6時頃 鹿児島市大竜町2番付近 路上

70歳代位,身長160cm位,サン
グラス着用,青色のボール所
持

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が帰宅中,男に「そこの君,ボールいるかい。」など
と声を掛けられました。

180
2022年03
月28日(月)

午後7時40分頃
鹿児島市東谷山1丁目39番
付近

路上

30歳代位,身長170～175cm
位,小肥り,短髪(10cm位),紺色
又は黒色のパーカー,紺色又
は黒色のスウェット下衣着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が帰宅中,下着姿の男から卑わいな言葉を掛けられまし
た。

181
2022年03
月30日(水)

午後零時40分頃 出水市知識町 路上

20歳代後半位,中肉,黒色短
髪,長袖上衣,黒色系のジーパ
ン着用,黒色の自転車使用

《出水市でちかん事案》
男性が通行中,自転車乗りの男に体を触られました。

182
2022年03
月31日(木)

午前3時40分頃
鹿児島市下荒田1丁目35番
付近

路上

50～60歳代位,小肥り,天然
パーマ,丸眼鏡,帽子（つばあ
り）,黒色のシャツ,黒色のズボ
ン着用,銀色の自転車使用

《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。
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183 - - - - -

《還付金詐欺にご注意》
　市役所の健康保険課の職員等をかたり国民健康保険の還
付金があるなどと持ちかけてスーパーマーケット等のATMへ
誘い出し,口座に現金を振り込ませる詐欺の被害が相次いで
発生しています。

184
2022年04
月02日(土)

午前7時40分頃
鹿児島市谷山中央6丁目5
番付近

路上

10歳代後半～20歳代位,身長
165cm位,中肉,黒髪,青色の
ジージャン,青色のジーパンを
着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が通行中,下着姿の男を目撃しました。

185
2022年04
月03日(日)

午前1時頃 鹿児島市高麗町6番付近 路上

20歳代後半位,身長170cm位,
やせ型,上下黒色のスウェット
着用,自動車使用（色等不明）

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が帰宅中,車から降りてきた男に「仕事帰り。どこ行くの。」
などと声を掛けられました。

186
2022年04
月04日(月)

午後5時頃 鹿屋市下祓川町 公園

40歳代位,身長165cm位,小肥
り,黒色短髪,赤色系のチェック
柄上衣,紺色系のジーパン着
用,白色系の軽自動車使用

《鹿屋市で公然わいせつ事案》
男子中学生が複数で遊んでいたところ,下半身を露出している
男を目撃しました。

187
2022年04
月05日(火)

午後1時頃 指宿市西方 路上

60歳代位,身長160～165cm
位,やせ型,短髪,白色の長袖
ジャージ上衣,黒色の長ズボン
着用,白色の軽トラック使用

《指宿市で声掛け事案》
小学生女児が通行中,車から降りてきた男に「ねぇ,君」などと
声を掛けられ,腕を掴まれそうになりました。

188
2022年04
月06日(水)

午前9時20分頃 鹿児島市中央町の駅付近 地下通路

20歳代位,身長170cm位,小肥
り,黒色短髪,青色の襟付き
シャツ,黒色の長ズボン着用,
黒色のリュックサック所持

《鹿児島市で不審者事案》
女性がエスカレーターで移動中,足に何かが触れた感触があり
振り返ったところ,後ろにスマートフォンを持った男が立ってい
ました。

189
2022年04
月07日(木)

午後5時10分頃 鹿児島市紫原6丁目の店舗 敷地内

50～60歳代位,身長160～
165cm位,中肉,黒色短髪,暗い
色のキャップ,黒色系の長袖
上衣,黒色系又は灰色系の長
ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が通行中,男から「何年生ね。」などと声を掛けら
れました。

190
2022年04
月08日(金)

午後1時20分頃 西之表市安城 路上

40～50歳代位,中肉,短髪,水
色のポロシャツ着用,白色の
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「乗ってく。」などと声
を掛けられました。

191
2022年04
月08日(金)

午後3時00分頃
鹿児島市下伊敷1丁目10番
付近

路上

60歳代位,中肉,紺色のハット,
黒色系の上衣,黒色系のズボ
ンを着用,自転車使用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が複数で下校中,自転車から降りてきた男からカメ
ラを向けられました。

192
2022年04
月09日(土)

午前7時10分頃 日置市伊集院町郡2丁目 路上

40歳代位,小肥り,坊主が少し
伸びた感じの頭髪,黒色系の
上衣着用,黒色系の自動車使
用

《日置市で不審者事案》
女子中学生が登校中,車に乗った男からスマートフォンを向け
られました。

193
2022年04
月09日(土)

午前7時20分頃
鹿児島市宇宿4丁目21番付
近

路上

40～50歳代位,身長180cm位,
中肉,坊主が少し伸びた感じ
の黒色短髪,黒色の長袖シャ
ツ,黒色のズボン,黒色のボク
サーパンツ着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が複数で登校中,下着姿の男を目撃しました。

194
2022年04
月09日(土)

午後零時頃
鹿児島市宇宿1丁目22番付
近

路上

40～50歳代位,身長160～
170cm位,中肉,黒色長髪,緑色
の半袖Tシャツ,クリーム色の
ズボン着用,黒色系の自転車
使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
小学生女児が複数で下校中,自転車にまたがり下半身を露出
している男を目撃しました。

195
2022年04
月09日(土)

午後零時10分頃 鹿児島市大竜町7番付近 路上

70歳代位,身長150cm位,中肉,
黒色と白色の帽子,黒色と黄
色のジャンパー,灰色のズボン
着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が複数で下校中,男から「どこに行くの。」「ついて
行こうか。」と声を掛けられました。

196
2022年04
月09日(土)

午後10時頃 薩摩川内市天辰町 住宅

性別を含め不詳 《薩摩川内市でのぞき事案》
女性が入浴後,脱衣場の窓からスマートフォン様の物を向けら
れているのに気付きました。

197
2022年04
月11日(月)

午前7時10分頃
日置市と鹿児島市の間を走
行中の列車内

列車内

10歳代後半位,小肥り,黒色短
髪,上下黒色系の服を着用

《列車内におけるちかん事案》
女子高校生が登校中,男に体を触られました。

198
2022年04
月11日(月)

午後3時40分頃 霧島市国分松木町 路上

20歳位,身長160cm位,やせ型,
黒髪（スポーツ刈り）,白色半
袖Tシャツ,灰色半ズボン着用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男に「靴下に何かついてるよ。」などと
声を掛けられ,足を触られました。
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199
2022年04
月12日(火)

午前7時40分頃 伊佐市菱刈荒田 路上

60～70歳位,身長160～170cm
位,中肉,黒色ハット,茶色のサ
ングラス,黒色の長袖Tシャツ,
薄茶色の長ズボン着用

《伊佐市でつきまとい事案》
小学生男女が数名で登校中,男からつきまとわれました。

200
2022年04
月12日(火)

午後3時10分頃
阿久根市新町　国道3号線
沿い

路上

20歳位,帽子（色等不明）,黒色
系の半袖,青色系の長ズボン
着用

《阿久根市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,男に「今からおうちに遊びに来ない。」な
どと声を掛けられました。

201
2022年04
月12日(火)

午後10時20分頃 鹿児島市谷山中央2丁目 路上

身長160cm位,小肥り,黒色短
髪,黒色系の上衣を着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が通行中,下腹部付近を両手で隠している男を目
撃しました。

202
2022年04
月14日(木)

午前7時20分頃 霧島市隼人町松永1丁目 路上

40～50歳位,中肉,黒色短髪,
上下ベージュ色の作業着を着
用

《霧島市でつきまとい事案》
小学生女児が登校中,後ろを男が付いてきているのに気づき,
走って逃げました。

203
2022年04
月14日(木)

午後4時20分頃 出水市高尾野町大久保 路上

30歳代位,やせ型,黒色短髪,
眼鏡,紺色の上衣着用,黒色系
の自動車使用

《出水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。

204
2022年04
月14日(木)

午後5時20分頃 鹿児島市甲突町 敷地内

30歳代位,小肥り,黒色短髪,グ
レー色の半袖Tシャツ,紺色系
のジーパン着用,銀色の自転
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自転車乗りの男を目撃しまし
た。

205
2022年04
月14日(木)

午後4時頃 指宿市山川成川 路上

30～40歳代位,身長175cm位,
やせ型,黒色短髪,黒縁眼鏡,
黒色系半袖ポロシャツ,黒色
系長ズボン着用

《指宿市で不審者事案》
女性が,下腹部付近を触っている男を目撃しました。

206
2022年04
月15日(金)

午後3時30分頃 霧島市国分下井 路上

30歳代位,身長160cm位,やせ
型,黒髪,黒色半袖パーカー,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,男につきまとわれました。

207
2022年04
月16日(土)

午前7時20分頃 鹿児島市緑ヶ丘団地付近 路上

60～70歳代位,身長150cm位,
中肉,白髪,青色系ボーダー柄
ポロシャツ,白色系長ズボン着
用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が,男から卑わいな言葉を掛けられました。

208
2022年04
月14日(木)

午後5時30分頃
鹿児島市を走行中の市電
内

市電内

性別等不明,白色系の上衣着
用

《鹿児島市でちかん事案》
女子高校生が,何者かに体を触られました。

209
2022年04
月17日(日)

午後1時50分頃 姶良郡湧水町木場 敷地内

10歳代後半位,身長165cm位,
やせ型,黒色短髪,眼鏡,紺地に
白線のボーダー柄入り半袖T
シャツ着用

《湧水町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。

210
2022年04
月18日(月)

午前8時頃
鹿児島市東谷山1丁目　県
道20号線付近

路上

40歳代位,身長170cm位,やせ
型,黒色短髪,黒色のジャン
パー,白色系のズボン着用,白
色の普通自動車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生男児が登校中,男からつきまとわれました。

211
2022年04
月14日(木)

午後4時20分頃 - - -

《出水市におけるつきまとい事案の解決》
4/14（木）,出水市高尾野町大久保 で,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た事案については,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。

212
2022年04
月15日(金)

午前7時30分頃
鹿児島市明和4丁目11番付
近

路上

40歳位,身長160～165cm位,
やせ型,黒色長髪パーマ,眼鏡,
黒色の長袖Tシャツ,黒色の長
ズボン着用,一眼レフ様のカメ
ラ所持

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児が複数で登校中,男からカメラを向けられました。

213
2022年04
月15日(金)

午後2時20分頃 大島郡徳之島町亀津 路上

60歳代位,中肉,黒色短髪,黒
色系のTシャツ着用

《徳之島町で声掛け事案》
女子中学生が複数で下校中,車に乗った男から「飴をあげるか
らおいで。」などと声を掛けられました。

214
2022年04
月15日(金)

午後4時10分頃
鹿児島市を走行中の列車
内

列車内

40～50歳代位,小肥り,白髪混
じり,赤茶色のTシャツ着用,黒
色リュックサック所持

《列車内で不審者事案》
女子高校生が乗車中,男からタブレットを向けられました。
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215 - - - - -

《還付金詐欺に引き続きご注意下さい》
　市役所や役場の職員をかたり保険料の還付金があるなどと
持ちかけて，受け取り手続としてATMへ誘い出す詐欺の被害
相談が相次いでいます。（受け取りについては，金融機関職
員を名乗る者が指示する場合もあります。）

216
2022年04
月19日(火)

午後1時20分頃 熊毛郡中種子町野間 路上

50歳代位,身長165cm位,中肉,
黒色坊主頭,薄い緑色の長袖
シャツ,灰色の長ズボン着用

《中種子町で声掛け事案》
小学生女児が複数で下校中,男から「何年生。家はどこ。」など
と声を掛けられました。

217
2022年04
月19日(火)

午後2時30分頃 鹿児島市薬師1丁目付近 路上

50歳代位,身長155cm位,小肥
り,黒色坊主頭,眼鏡,白と緑色
のチェック柄シャツ,黒色
ジャージの下衣着用

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

218

2022年3月
28日(月)
2022年04
月09日(土)

午後6時頃 - - -

《鹿児島市における声掛け事案の解決》
3/28（月）と4月9日（土）に,鹿児島市大竜町 で,小学生が男か
ら声を掛けられた事案が発生しましたが，行為者が判明し解
決しました。御協力ありがとうございました。

219
2022年04
月19日(火)

午後5時20分頃 日置市東市来町長里 路上

性別等不詳,黒色の自動車使
用

《日置市で不審者事案》
女子中学生が下校中,車の助手席窓から何者かに携帯電話
様のものを向けられました。

220
2022年04
月20日(水)

午後1時30分頃
伊佐市菱刈南浦県道425号
線沿い付近

路上

50歳代位,身長170㎝位,やせ
型,黒色系の髪,黒色系の帽
子,黒色レンズのサングラス,
紺色系の長袖Tシャツ,ベー
ジュ色系の長ズボン着用

《伊佐市でつきまとい事案》
小学生女児が複数で下校中,男からつきまとわれました。

221
2022年04
月20日(水)

午後3時30分頃
鹿児島市内を走行中の列
車内

列車内

60歳代位,身長160cm位,中肉,
短髪,灰色の帽子,白色の長袖
シャツ,ベージュ色のベスト,白
色の長ズボン着用,灰色の手
提げバッグ所持

《列車内で不審者事案》
女性が乗車中,男からスマートフォンを向けられました。

222
2022年04
月21日(木)

午前7時20分頃
霧島市～鹿児島市間を走
行中の列車内

列車内

20～30歳代位,身長175cm位,
中肉,灰色系の短髪,紺色か灰
色の長袖パーカー,紺色か灰
色の長ズボン着用,黒色リュッ
クサック所持

《列車内でちかん事案》
女性が,男に体を触られました。

223
2022年04
月21日(木)

午後10時40分頃 鹿児島市真砂町 公園

年齢不詳,身長160cm位,小肥
り,短髪,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》
女性が,下半身を露出している男を目撃しました。

224
2022年04
月20日(水)

午後5時50分頃
鹿児島市小松原1丁目13番
付近

路上

60～70歳代位,小肥り,白髪混
じりの短髪,銀縁の眼鏡,水色
のチェック柄長袖シャツ,茶色
系のジャケット着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が,男から「ドライブしよう」と声を掛けられました。

225
2022年04
月21日(木)

午後2時30分頃 鹿屋市笠之原町3番付近 路上

30歳前後位,身長160cm位,中
肉,黒色サングラス,フード付き
ジャンパー,黒色系ズボン着用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「道を教えて。」などしつこく声を
掛けられました。

226
2022年04
月23日(土)

午後零時頃 鹿児島市真砂町13番付近 路上

20歳代位,中肉,黒色上衣着
用,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卑わいな言葉を掛けら
れました。

227
2022年04
月24日(日)

午前11時頃 鹿児島市与次郎2丁目付近 施設内

30歳代位,身長175cm位,小肥
り,茶色短髪,黒色の長袖
ジャージ,白色の半ズボン着
用,リュックサック所持

《鹿児島市で盗撮事案》
男子中学生がトイレを使用中,個室の仕切り壁の下部から携
帯電話様のものを向けられているのに気付きました。

228
2022年04
月21日(木)

午後6時30分頃
大島郡天城町大字天城　県
道83号線沿い

路上

60歳代位,身長170cm位,やせ
型,白髪混じり短髪,紺色のT
シャツ,薄い水色のジーパン着
用,自転車使用

《天城町でつきまとい事案》
女子中学生が複数で通行中,自転車乗りの男に「部活は何。
握手しよう。」などと声を掛けられました。

229
2022年04
月25日(月)

午後9時10分頃 鹿屋市札元1丁目5番付近 路上

30歳前後位,身長170cm位,中
肉,黒色パーマ,黒縁眼鏡,上下
黒色の長袖スウェット着用,黒
色の鞄を所持

《鹿屋市で声掛け事案》
女子高校生が帰宅中,男から「今時間ある。何年生。」などと声
を掛けられ,肩を軽く叩かれました。

230
2022年04
月25日(月)

午後4時40分頃 姶良市松原町 公園

30歳代位,やせ型,黒色短髪,
眼鏡,白色系のシャツ着用,白
色系のミニバン型自動車使用

《姶良市で公然わいせつ事案》
小学生が複数で遊んでいたところ,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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231
2022年04
月22日(金)

午後3時30分頃
　鹿児島市下荒田3丁目35
番付近

路上

50～60歳代位,身長165cm位,
中肉,黒色短髪,黒色のジャン
パー着用

《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。

232
2022年04
月26日(火)

午後8時20分頃
鹿児島市東谷山4丁目21番
付近

路上

30～40歳代位,身長175cm位,
小肥り,坊主頭,黒色の半袖T
シャツ,灰色の短パン着用

《鹿児島市でちかん事案》
女子高校生が通行中,男に体を触られました。

233
2022年04
月28日(木)

午前6時40分頃
鹿児島市東谷山1丁目の公
園付近

路上

30歳代前半位,身長170cm位,
中肉,黒色短髪,黒色のジャン
パー,黒色のジーパン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が登校中,上衣の前部を広げた男に,裸の上半身
を見せられました。

234 - - - - -

《訴訟に関するハガキにご注意下さい》
ここ数日,県内各地に民事訴訟の通知と思わせる不審なハガ
キが届いています。詐欺の被害に遭わないように注意しましょ
う。

【注意点】
★身に覚えのない未納料等の訴訟に関するハガキが届いた
ときは,直ぐに信用しないで詐欺を疑いましょう。
★ハガキに記載してある連絡先には電話することなく,家族や
警察に相談しましょう。
※このようなハガキは,誰にでも届くおそれがあります。家族や
知人等と情報を共有して被害防止に努めましょう。

235
2022年04
月27日(水)

午後11時20分頃
鹿児島市宇宿5丁目1番付
近

路上

30～40歳代位，身長175cm
位，小肥り，黒色短髪，上下
黒色系の服着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中，ズボンを下ろし，下着姿の男に体を触られま
した。

236
2022年04
月26日(火)

午後9時50分頃 鹿児島市伊敷5丁目付近 路上

20～30歳代位，身長170cm
位，やせ型，黒髪のパーマ，
黒縁眼鏡，黒色の長袖（ジャ
ンパー様），黒色のジーパン
様の長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が，下腹部付近を触っている男を目撃しました。

237
2022年04
月29日(金)

午後9時頃 鹿児島市桜ヶ丘5丁目 住宅

性別を含め不詳 《鹿児島市で不審者事案》
女性が脱衣所で着替え中，開いていた窓からカメラのシャッ
ターのような音が聞こえました。

238
2022年04
月28日(木)

午後4時50分頃
霧島市牧園町高千穂
国道223号線沿い

路上

20歳代位，身長170cm位，や
せ型，黒色の野球帽，黒色の
ジャンパー，ベージュ色のズ
ボン着用

《霧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。

239
2022年04
月27日(水)

午後10時頃
鹿児島市宇宿5丁目33番付
近

路上

性別等不明，ガッチリした体
格

《鹿児島市で不審者事案》
女性が帰宅中，不審者に後ろから抱きつかれ，顔を触られま
した。

240
2022年04
月28日(木)

午後9時20分頃
鹿児島市下荒田2丁目2番
付近

路上

50～60歳代位，身長165cm
位，中肉，暗い色のキャップ，
黒色の長袖上衣，黒色のス
ウェットズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が通行中，男から「ねぇちゃん，ねぇちゃん。」と声を掛け
られました。

241
2022年04
月27日(水)

午前1時頃 鹿児島市紫原7丁目 住宅

年齢等不明，上下灰色の雨
合羽着用（フードをかぶる）

《鹿児島市でのぞき事案》
女性が脱衣所で着替え中，窓の外に人影があることに気づき
ました。

242
2022年05
月01日(日)

午後3時50分頃
日置市伊集院町徳重３丁
目付近

施設内

40～50歳代位，身長170～
180㎝位，中肉，黒色短髪，半
袖Tシャツ，黒色の半ズボン，
黒色のスパッツ着用

《日置市で盗撮事案》
小学生女児が買い物中，男からスマートフォンの入った買い
物かごを足元に置かれました。

243
2022年04
月30日(土)

午後2時50分頃 出水市高尾野町下高尾野 公園

60～70歳代位，白髪交じり，
眼鏡，青色の半袖シャツ，黒
色の半ズボン着用，青色のセ
ダン様の自動車使用

《出水市で公然わいせつ》
小学生女児が複数で遊んでいたところ，下半身を露出してい
る男を目撃しました。

244
2022年05
月01日(日)

午後４時30分頃
鹿児島市内を走行中の電
車内

市電内

50歳代位，中肉，白髪，眼
鏡，黒色の長袖上衣，黒色の
長ズボン着用

《電車内で不審者事案》
女子高校生が乗車中，男からスマートフォンを向けられまし
た。
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245
2022年04
月30日(土)

午後８時10分頃
鹿児島市薬師１丁目22番
付近

路上

30～40歳代位，小肥り，坊主
に近い短髪

《鹿児島市で不審者事案》
男性が下腹部付近を触っている男を目撃しました。

246
2022年05
月02日(月)

午前11時30分頃
鹿児島市紫原２丁目33番
付近

路上

40～50歳代位，やせ形，黒色
系の上衣着用，黒色系の軽
自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が通行中，車に乗った男から文言は不明なるも，
声を掛けられ手招きされました。

247
2022年05
月02日(月)

午後7時30分頃 鹿児島市呉服町 店舗内

50歳代位，身長180㎝位，中
肉，黒色短髪，黒縁眼鏡，黒
色の背広，白色ワイシャツ，
緑色の長ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が商品を見ていたところ，男から「その商品に興味がある
の。」などと声を掛けられました。

248
2022年05
月04日(水)

午前７時40分頃
鹿児島市甲突町の甲突川
沿い

路上

20歳代位，身長170㎝位，や
せ型，黒色短髪，サングラス，
青色のブルゾン，黒色の長ズ
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。

249
2022年05
月06日(金)

- - - -

《鹿児島市で行方不明事案》
【年齢・性別】73歳，女性
【身体特徴】身長160㎝位，やせ型，白髪交じりのショートカッ
ト，黒色ベスト，紺色長ズボン，白色運動靴を着用
【行方不明の状況】令和４年５月６日午前６時50分頃から午後
４時40分頃までの間に，鹿児島市星ヶ峯の自宅から行方不明
となっています。

250
2022年05
月06日(金)

午後7時40分頃
鹿児島市清和４丁目４番付
近

路上

40～50歳代位，小肥り，黒色
短髪，黒色の半袖Tシャツ着
用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が帰宅中，男がズボンを脱いで下半身を触ってい
るのを目撃しました。

251
2022年05
月02日(月)

午後2時30分頃 鹿児島市国分郡田 路上

40歳代位，身長160㎝位，や
せ型，黒色短髪，眼鏡，黒色
のスーツ上下着用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中，男から「お菓子を買いに行こう。」と声
を掛けられました。

252
2022年05
月04日(水)

午後６時50分頃
鹿児島市伊敷台７丁目11
番付近

路上

10歳代後半位，身長170㎝
位，中肉，黒髪（耳にかかる
程度の長さ），白色の半袖T
シャツ，黒色の短パン着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中，男に体を触られました。

253
2022年05
月06日(金)

午後６時20分頃 いちき串木野市曙町 駅

50～60歳代位，身長170㎝
位，小肥り，坊主頭

《いちき串木野市で声掛け事案》
女子中学生が通行中，男から「これあげる。」と声を掛けられ，
ぬいぐるみやキーホルダーを手渡されました。

254
2022年05
月06日(金)

- - - -

《鹿児島市における行方不明者の発見について》
５／６（金）から行方不明になっていた女性は無事に発見され
ました。ご協力ありがとうございました。

255
2022年05
月07日(土)

午前11時50分頃
鹿児島市下荒田２丁目38
番付近

路上

50歳代位，白髪交じりの黒
髪，黒色の野球帽，黒色の長
袖上衣，ベージュ色の長ズボ
ン着用，銀色の自転車使用

《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自転車乗りの男
を目撃しました。

256
2022年05
月09日(月)

午後３時20分頃
姶良市西姶良１丁目34番
付近

路上

50～60歳代位，身長160～
165㎝位，小肥り，黒色の髪，
上下黒色の作業着を着用，黒
色の軽自動車使用

《姶良市で声掛け事案》
小学生男児らが車から降りてきた男に「ジュースを買ってあげ
る」と声を掛けられました。

257
2022年05
月08日(日)

午後４時頃
鹿児島市田上５丁目39番
付近

路上

10歳代後半位，身長165㎝
位，やせ型，黒色短髪，半袖
Tシャツ，半ズボン着用，明る
い色の自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が帰宅中，自転車を押した男から「何年生です
か。」などと声を掛けられました。

258
2022年05
月09日(月)

午後３時10分頃
鹿児島市宇宿１丁目43番
付近

路上

30～40歳代位，中肉，黒色の
長袖パーカー，白色のTシャ
ツ，青色の長ズボン着用，
パーカーのフードを被る

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児が下校中，男から腕を掴まれ，文言不明なるも声
を掛けられました。

259
2022年05
月09日(月)

午後10時40分頃 鹿児島市向陽１丁目 住宅 年齢，性別等不明

《鹿児島市でのぞき事案》
女性が脱衣所で着替え中，不審者に窓を開けられました。
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260 - - - - -

《還付金詐欺にご注意ください》
市役所の職員を語り，保険料の払い戻しがあるなどと持ちか
けて取り扱い金融機関を聞き出し，ATMへ誘い出す詐欺が姶
良市で相次いでいます。ご注意下さい。
【注意点】
★市役所職員などを名乗り，「還付金がある」，「ATMで手続き
ができる」，「着いたら電話して」などと電話があったら，それは
詐欺です！ATMで還付金は受け取れません！
★「手続きは今日まで」などと急がされても，慌てず電話を切
り，まずは相談しましょう！
★家族や身近な人に必ず知らせてください！

261
2022年05
月10日(火)

午後７時40分頃 姶良郡湧水町木場 敷地内

若者風，身長175㎝～180㎝
位，やせ型，短髪，白色の長
袖シャツ，明るい色のネクタイ
着用

《湧水町でつきまとい事案》
女性が帰宅中，男からつきまとわれました。

262
2022年05
月11日(水)

午後１時30分頃
姶良市蒲生町上久徳県道
463号線沿い

路上

40～60歳代位,身長180cm位,
中肉，白髪交じり，眼鏡，黒色
の長袖Tシャツの上に黒色の
タンクトップ，黒地に白色の
ドット柄の半ズボン着用

《姶良市で声掛け事案》
小学生男児が下校中，男から「家まで乗っけていこうか。」など
と声を掛けられました。

263
2022年05
月12日(木)

午後６時10分頃 南さつま市加世田武田 公園

50歳代位，銀色の軽自動車
使用

《南さつま市で公然わいせつ事案》
通行中の女性が，ドアを開放した状態の車内で下半身を露出
している男を目撃しました。

264
2022年05
月09日(月)

午後５時30分頃
鹿児島市国道３号線を走行
中のバス内

バス内

50歳代位，身長160㎝位，や
せ型，暗い色の長袖シャツ，
暗い色の長ズボン着用，ウエ
ストポーチ所持

《鹿児島市で不審者情報》
女子高校生が乗車中，男からスカートを触られました。その
後，男は降車しました。

265
2022年05
月12日(木)

午後７時頃 曽於市末吉町二之方 店舗内

30～50歳代位，身長175㎝，
小肥り，坊主が伸びた感じの
黒髪，黒縁眼鏡，半袖シャ
ツ，青色のジーパン着用，灰
色の自動車使用

《曽於市でつきまとい》
複数の女性が買い物中，男からつきまとわれ，店外に出た後
も車でつきまとわれました。

266
2022年05
月14日(土)

- - - -

《鹿児島市で行方不明事案》
【年齢・性別】87歳，女性
【身体特徴】身長135㎝位，やせ型，肩までの長さの白髪，上
衣・オレンジ色半袖ストライプシャツ，下衣・黄色半ズボン，白
色運動靴を着用
【行方不明の状況】令和４年５月14日午後零時30分頃，鹿児
島市坂之上の自宅から外出したまま行方不明となっていま
す。

267
2022年05
月16日(月)

午前７時50分頃
鹿児島市星ヶ峯4丁目10番
付近

路上

40歳代位，紺色系のミニバン
タイプの自動車使用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が，車に乗った女からスマートフォンを向けられま
した。

268
2022年05
月14日(土)

午前７時30分頃 鹿児島市桜ヶ丘３丁目 路上

30～40歳代位，身長170㎝
位，中肉，黒色短髪，黒色の
半袖Tシャツ，黒色系のボク
サーパンツ着用，黒色の自動
車使用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が登校中，下着姿の男を目撃しました。

269
2022年05
月16日(月)

午後７時10分頃
鹿児島市中山町県道210号
線沿い

敷地内

40歳代位，小肥り，黒色短
髪，白色の半袖シャツ着用

《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。

270
2022年05
月06日(金)

- - - -

《いちき串木野市における声掛け事案の解決》
５／６(金)に，いちき串木野市曙町の駅付近で，女子中学生が
男から声を掛けられ，ぬいぐるみやキーホルダーを手渡され
た事案が発生しましたが，行為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。

271
2022年05
月17日(火)

午後７時40分頃 日置市伊集院町徳重 住宅

年齢等不詳，ベレー帽を着用 《日置市でのぞき容疑事案》
家人が入浴中，開けていたはずの窓が閉まっていたことか
ら，窓の外を確認したところ，近くに男がいるのを目撃しまし
た。

272
2022年05
月17日(火)

午後4時頃 鹿児島市宇宿５丁目 公園内

50歳代位，身長170㎝位，小
肥り，白髪の短髪，上下緑色
の作業着を着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が，男から「山のほうに階段があるから見に行こ
う。」などと声を掛けられました。
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273
2022年05
月17日(火)

午後4時20分頃
薩摩川内市中郷町国道267
号線沿い

路上

【不審者Aの特徴】性別不明，
30歳代位，身長160～170㎝
位，中肉，黒色パーカー着
用，黒色系の自動車使用
【不審者Bの特徴】性別不明，
30歳代位，身長160～170㎝
位，小肥り，白色と黒色の
ボーダー柄上衣着用

《薩摩川内市でつきまとい事案》
小学生男児が下校中，車から降りてきた不審者２人からつき
まとわれました。

274
2022年05
月17日(火)

午後6時40分頃
鹿児島市桜ヶ丘４丁目１番
付近

路上

30歳代位，身長180㎝位，や
せ型，眼鏡，半袖Tシャツ，短
パン着用

《鹿児島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。

275
2022年05
月17日(火)

午後５時10分頃 出水市上知識町 店舗内

30～50歳代位，身長160～
170㎝位，やせ型，黒髪の坊
主様，黒色系の上衣，黒色系
の短パン（膝丈）着用

《出水市でつきまとい事案》
女性が買い物中，男からつきまとわれました。

276
2022年05
月17日(火)

午後6時50分頃
鹿児島市吉野１丁目10番
付近

路上

30～40歳代位，身長170㎝
位，中肉，黒色短髪，ジャン
パー，長ズボン着用，銀色の
軽自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が帰宅中，車から降りてきた男に「送っていってあ
げようか。」などと声を掛けられました。

277
2022年05
月18日(水)

午後１時10分頃 鹿児島市西別府町 公園

20～30歳代位，身長170㎝
位，中肉，黒色のマッシュ
ルームカット

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

278
2022年05
月18日(水)

午後9時40分頃 奄美市名瀬大字小湊 住宅

60歳代位，中肉，青色野球
帽，上下白色の作業着を着用

《奄美市でのぞき事案》
家人が在宅中，家屋内をのぞく男に気づきました。

279
2022年05
月12日(木)

- - - -

《曽於市におけるつきまとい事案の解決》
５／12(木)に，曽於市末吉町二之方の店舗内で，複数の女性
が男性からつきまとわれ，店外に出た後も車でつきまとわれ
た事案が発生しましたが，行為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。

280
2022年05
月19日(木)

- - - -

《いちき串木野市における行方不明事案》
【年齢】88歳，女性
【身体特徴】身長140㎝位，やせ型，白髪，ショートカット，えん
じ色の花柄長袖上衣，紺色長ズボンを着用
【行方不明の状況】行方不明者は，令和4年５月19日午後1時
頃，いちき串木野市八房の道路を歩いていたところを最後に
行方不明となっています。

281
2022年05
月20日(金)

- - - -

《いちき串木野市における行方不明者の発見について》
５／19(木)から行方不明になっていた女性は，無事に発見さ
れました。ご協力ありがとうございました。

282
2022年05
月19日(木)

午後6時20分頃
伊佐市大口里国道267号線
沿い

店舗内

50歳代位，身長175㎝位，中
肉，黒色のキャップ，薄緑色
の作業着上下着用，白色系
の軽トラック使用

《伊佐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。

283
2022年05
月20日(金)

午前零時10分頃 鹿児島市谷山中央１丁目 駅

年齢不明，身長160㎝位，中
肉，黒色短髪，赤色系のシャ
ツ，灰色系のジーパン着用

《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。

284 - - - - -

《インターネットバンキング悪用事案が発生》～余剰金がある
と持ちかける電話に注意～
金融機関の職員を語り，余剰金を振り込むという理由で，振
込先の金融機関名，口座番号，暗証番号を聞き出し，本人に
なりすましてインターネットバンキングを無断で仮登録したあ
と，本人に本登録手続きを誘導させた後，不正に現金を送金
させる事案が発生しています。
【注意点】
★　金融機関や公的機関が，「口座番号」や「暗証番号」を聞く
ことはありません。この手の話は詐欺ですので，絶対に暗証
番号などを教えないでください。
★第三者に口座番号や暗証番号等を教えると，勝手にネット
バンキングを開設され，現金を不正に引き出されるおそれが
あるので，十分に注意してください。
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285
2022年05
月21日(土)

- - - -

《鹿児島市で行方不明事案》
【年齢，性別】74歳，男性
【身体特徴】身長160㎝位，中肉，白髪交じりの短髪，黒色ジャ
ンパー，青色ジーンズ，灰色スニーカー，白色キャップを着
用，灰色ショルダーバックを所持
【行方不明の状況】令和４年５月21日午後2時30分頃，鹿児島
市桜ヶ丘四丁目の自宅から徒歩で外出した際，行方不明と
なっています。

286
2022年05
月21日(土)

午後１時50分頃 鹿児島市与次郎2丁目 施設内

性別等不明 《鹿児島市で盗撮事案》
男子中学生がトイレを使用中，個室の仕切り壁の上部から携
帯電話様のものを向けられているのに気付きました。

287
2022年05
月22日(日)

午後６時20分頃 鹿児島市小野３丁目 施設内

年齢等不詳，黒色短髪，水色
の半袖シャツ，黒色のズボン
着用

《鹿児島市でのぞき事案》
女性が入浴後に着替え中，男がのぞいていることに気付きま
した。

288
2022年05
月23日(月)

午後３時30分頃 奄美市名瀬大字朝仁 海岸

60歳代くらい，身長160㎝～
170㎝位，中肉，黒色短髪，黒
色系の上衣，白色のインナー
シャツ，黒色系の長ズボン着
用

《奄美市で不審者事案》
小学生女児が複数で遊んでいたところ，男から「何している
の。」と声を掛けられました。

289
2022年05
月23日(月)

午前８時50分頃
鹿児島市鴨池２丁目19番
付近

路上

50～60歳代位，身長175㎝
位，やせ型，白髪交じりの短
髪，青色系の上衣着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
男女が複数で通行中，男からつきまとわれました。

290
2022年05
月24日(火)

午後4時40分頃
鹿児島市坂之上５丁目６番
付近

路上

20歳代位，身長170cm位，や
せ型，黒色の帽子，黒色の長
袖シャツ，黒色の長ズボン着
用

《鹿児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。

291
2022年05
月24日(火)

午後7時10分頃
鹿児島市桜ヶ丘６丁目の公
園付近

路上

40歳代位，身長175㎝位，小
肥り，黒色短髪，黒色の半袖
シャツ，黒色の半ズボン，黒
色トランクス着用

《鹿児島市で不審者》
女子中学生が帰宅中，下着姿の男を目撃しました。

292
2022年05
月24日(火)

午後9時頃 鹿児島市中央町 駅

20～30歳代位，身長170㎝
位，やせ型，黒色の上衣，黒
色の長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性がエスカレーターで移動中，スカートを引っ張られる感覚
があり振り返ったところ，後ろにいた男が，持っていたスマート
フォンを隠し，そのまま逃走しました。

293
2022年05
月25日(水)

午後４時30分頃 霧島市隼人町真孝 路上

70歳代位，サングラス着用，
黒色系の軽自動車使用

《霧島市で声掛け事案》
女子中学生が下校中，車に乗った男から「お姉ちゃん」と声を
掛けられ，手を振られました。

294
2022年05
月24日(火)

午後3時10分頃
鹿児島市内を走行中の市
電内

市電内

性別不明，40歳代位，身長
165～170㎝位，中肉，黒色短
髪，茶色のサングラス，黒色T
シャツ，黒色の短パン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が，不審者からつきまとわれ，降車後も後をつけ
られました。

295
2022年05
月25日(水)

午後７時頃 鹿児島市桜ヶ丘４丁目 路上

30歳代位，身長170㎝位，小
肥り，短髪，黒縁眼鏡，黒色
のキャップ，黒色の半袖Tシャ
ツ，黒色の半ズボン着用

《鹿児島市で不審者》
女子中学生が下校中，すれ違った男から凝視されました。

296
2022年05
月26日(木)

午後４時頃 鹿児島市西田３丁目 公園

20歳代位，身長170～175㎝
位，中肉，黒色短髪，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》
複数の小学生女児が，下半身を露出している男を目撃しまし
た。

297
2022年05
月26日(木)

午後７時30分頃 日置市伊集院町麦生田 住宅

性別等不明，スマートフォンを
所持

《日置市でのぞき事案》
女性が入浴中，窓の外からスマートフォンを向けられているの
に気がつきました。

298
2022年05
月27日(金)

午前７時40分頃
奄美市名瀬小俣町26番地
付近

路上

40歳代位，身長160㎝位，や
せ型，茶色短髪，青色半袖
シャツ，ジーパン着用，黒色
のショルダーバッグ所持，自
転車使用

《奄美市で声掛け事案》
男子中学生が登校中，自転車に乗った男に「ぼくー。」と声を
掛けられ，鞄を掴まれました。

299
2022年05
月26日(木)

午後５時20分頃 鹿児島市伊敷台４丁目 敷地内

30歳代後半位，身長160㎝
位，中肉，黒髪（肩までの長
さ），薄い黄色のハット，黒色
の長袖ジャージ上衣，灰色の
長ズボン着用

《鹿児島市で声掛け》
小学生女児が，男から「こっちにおいて。」と声を掛けられ，手
招きされました。



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４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。）

300
2022年05
月14日(土)

- - - -

《鹿児島市における行方不明事案の発見》
５月14日から行方不明になっていた女性(87歳)は，発見されま
した。御協力ありがとうございました。

301
2022年05
月27日(金)

午後４時30分頃 指宿市池田 路上

20歳代位，黄色のバイク使用 《指宿市で声掛け事案》
小学生男児が帰宅中，男が運転するバイクの後部座席に乗
車した女から「バイバイ」と声を掛けられました。

302
2022年05
月26日(木)

午後５時頃 枕崎市桜山町 路上

50歳代位，中肉，白髪交じり
の短髪，黒色Tシャツ着用，白
色系の軽自動車使用

《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｢どこまでいくの。｣な
どと声を掛けられました。

303
2022年05
月27日(金)

午後４時30分頃 いちき串木野市上名 路上

70歳代位，身長160㎝位，小
肥り，灰色キャップ，黒色のサ
ングラス，白色半袖Tシャツ，
黒色長ズボン着用

《いちき串木野市で不審者事案》
小学生男児と女児が下校中，男からランドセルを掴まれたり，
肩を触られたりしました。

304
2022年05
月24日(火)

午後４時40分頃 霧島市国分下井 路上

20歳代位，身長180㎝位，や
せ型，赤色のダウンジャケッ
ト，黒色のズボン着用，青色
系の原付バイク使用

《霧島市で不審者事案》
男子中学生が下校中，バイク乗りの男からスマートフォンでを
向けられているのに気付きました。

305
2022年05
月29日(日)

午後９時頃
霧島市隼人町住吉の河川
公園

路上

20歳代位，身長180㎝位，黒
髪(耳にかかる程度の長さ)，
黒色の長袖トレーナー着用

《霧島市で不審者事案》
女性が車で走行中，下腹部付近を触ってる男を目撃しまし
た。

306
2022年05
月30日(月)

午前6時30分頃
鹿児島市宇宿１丁目１番付
近

地下道

20歳代位，身長170㎝位，上
下黒色の服を着用

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

307
2022年05
月30日(月)

午後5時20分頃
鹿児島市西田3丁目の公園
付近

路上

30歳代位，身長180㎝位，中
肉，黒髪マッシュ，黒色の半
袖Tシャツ，黒色の長ズボン
（デニム生地）着用

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

308
2022年05
月30日(月)

午後６時頃 南さつま市加世田武田 路上

50歳代位，小肥り，黒髪薄
毛，黒色の半袖Tシャツ着用，
灰色の軽自動車使用

《南さつま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。

309
2022年05
月30日(月)

午後７時40分頃
鹿児島市中山２丁目の公
園付近

路上

30～40歳代位，身長170㎝
位，中肉，黒髪のショートカッ
ト，黒色の半袖Tシャツ，黒色
のジャージ様のズボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
高校生男女が男からつきまとわれました。

310
2022年05
月27日(金)

午後５時30分頃 霧島市国分下井 路上

20歳代位，身長175㎝位，や
せ型，黒色の長袖ジャケット
様上衣，黒色のジャージ様下
衣着用，黒色フルフェイスヘ
ルメット，黒色系原付バイク
(青色のライン入り)使用

《霧島市で不審者事案》
小学生女児が複数で通行中，バイク乗りの男からスマートフォ
ンを向けられました。

311
2022年05
月31日(火)

午後6時40分頃
霧島市国分中央5丁目16番
付近

路上

40歳代位,身長170～180㎝位,
中肉,黒色短髪,ミントグリーン
色のTシャツ着用,白色系の自
転車使用

《霧島市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,自転車乗りの男から「何年生。」などと
声を掛けられました。

312
2022年06
月01日(水)

午後3時頃 鹿児島市桜ヶ丘6丁目 路上

60歳代位,身長180㎝位,やせ
型,白髪交じりの短髪,眼鏡着
用,赤色系の自動車使用

《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「店までの道を教え
て。」などとしつこく声を掛けられました。

313
2022年05
月31日(火)

午後3時頃
熊毛郡中種子町野間
県道75号線沿い

路上

【男Aの特徴】50歳代位,小肥
り,茶色キャップ,青色縞模様の
シャツ着用,白色系の軽トラッ
ク使用,運転席に乗車
【男Bの特徴】30～40歳代位,
やせ型,青色キャップ,眼鏡(黒
色丸形フレーム),青色の作業
着上衣着用,助手席に乗車

《中種子町で声掛け事案》
小学生女児が複数で下校中,車に乗った2人組の男のうち運
転席側の男から「その帽子の色は何年生,名前は何。」などと
声を掛けられました。
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314 - - - - -

《還付金詐欺にご注意ください》
市役所の職員を名乗り,保険料の払い戻しがあるなどと持ちか
けて取扱金融機関を聞き出し,ATMへ誘い出す詐欺の電話が
霧島市内で相次いでいます。ご注意ください。
【注意点】
★市役所職員などを名乗り「還付金がある」,「ATMで手続きが
できる」,「着いたら電話して」などと電話があったら,それは詐欺
です!
ATMで還付金は受け取れません!
★「手続は今日まで」などと急がされても,慌てず電話を切り,ま
ず相談しましょう!
★家族や身近な人たちに必ず知らせてください。

315 2022年05 午後5時30分頃 霧島市国分湊 路上
白色の軽自動車使用 《霧島市で不審者事案》

316
2022年06
月02日(木)

午後6時20分頃
鹿児島市中央町
商業施設

トイレ内

性別等不明,黒色のカメラかス
マートフォン様のものを所持

《鹿児島市で盗撮事案》
女性がトイレを使用中,個室上部からシャッター音がしたため
確認したところ,黒色のカメラかスマートフォン様の物に気付き
ました。

317
2022年06
月02日(木)

午後5時頃
阿久根市脇本
県道365号線沿い

路上

40歳代位,小肥り,黒色短髪,灰
色系の自動車使用

《阿久根市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,車に乗った見知らぬ男から道を尋ねら
れました。

318
2022年06
月03日(金)

午後5時頃
鹿児島市玉里団地3丁目4
番付近

路上

40～50歳代位,身長170㎝位,
中肉,黒色帽子,黒色ズボン着
用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生複数が下校中,突然近づいてくる見知らぬ男に遭
遇しました。

319
2022年06
月03日(金)

午後10時30分頃 鹿児島市自由ヶ丘1丁目 住宅

年齢,性別等不明 《鹿児島市でのぞき事案》
女性が入浴中,風呂場近くにいる不審者に家族が気付きまし
た。

320
2022年06
月03日(金)

午後9時30分頃 鹿児島市清和3丁目付近 路上

年齢不明,身長170㎝位,中肉,
短髪

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が帰宅中,見知らぬ男からリュックを掴まれそうに
なりました。

321
2022年06
月03日(金)

午後5時頃
鹿児島市紫原5丁目33番付
近

路上

40歳代位,身長175㎝位,小肥
り,黒色短髪,白色のアンダー
シャツ,青色系のズボン,青色と
白色のパンツ着用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児が帰宅中,下着姿の男を目撃しました。

322
2022年06
月02日(木)

午後6時頃
肝属郡東串良町池之原
国道220号線近く

路上

20～30歳代位,身長170㎝位,
やせ型,長めの金髪,外国人
風,白色キャップ,白色シャツ,紺
色上着,紺色長ズボン着用,灰
色の自転車使用

《東串良町で声掛け事案》
女子中学生が帰宅中,自転車に乗った男から「どこいくの」と声
を掛けられました。

323 - - - - -

《auやau関連サービスをかたるフィッシングメールにご注意くだ
さい!》
　全国的に,au利用料金の「未払い金」や「au PAY」などのKDDI
グループサービスからのお知らせや通知を装ったEメールや
SMSにより,偽サイト(フィッシングサイト)に誘導され,IDやパス
ワードを入力してしまったことで,不正決済されるという被害が
発生しております。
　被害を防止するため,サービスを利用する際には,メールに記
載されているURLを押さずに,必ず公式のアプリやブックマーク
からアクセスしてください。

324
2022年06
月04日(土)

午前10時40分頃 伊佐市大口下殿 路上

30～40歳代位,やせ型,癖のあ
る短髪,スマートフォンを所持,
赤色系の自動車使用

《伊佐市でつきまとい事案》
小学生女児が通行中,車に乗った男からつきまとわれました。

325
2022年06
月04日(土)

午前7時50分頃
霧島市国分福島3丁目61番
付近

路上

60歳代位,中肉,白髪短髪,緑
色の長袖上衣着用,黒色の前
かご付きの自転車使用

《霧島市で声掛け事案》
女子中学生が登校中,自転車乗りの男から「ねえねえ」などと
声を掛けられました。

326
2022年06
月06日(月)

午後3時20分頃
出水郡長島町蔵之元
国道389号線沿い

路上

50歳代位,麦わら帽子着用,灰
色系の軽トラック使用

《長島町で声掛け事案》
小学生女児が複数で下校中,男から「車に乗っていかない。」
などと声を掛けられました。

327
2022年06
月06日(月)

午前8時30分頃
曽於市財部町南俣
県道482号線沿い

路上

30歳代位,やせ型,黒色短髪,
黒色のシャツ,ジーパン着用,
黒色系の自動車使用

《曽於市で声掛け事案》
女性が通行中,男から,卑わいな言葉や,「車に乗らないか。」な
どと声を掛けられました。

328
2022年06
月08日(水)

午後3時頃 曽於市末吉町諏訪方 路上

70歳代位,身長165～170㎝位,
小肥り,白髪混じりの短髪,丸
いサングラス,麦わら帽子,青
色チェック柄の半袖シャツ,
ベージュ色の長ズボン着用

《曽於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。
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329
2022年06
月09日(木)

午後7時40分頃
鹿児島市中山町
永田川沿い

路上

20～30歳代位,身長170㎝位,
やせ型,耳が隠れる長さの茶
髪,白色の半袖Tシャツ,ベー
ジュ色の長ズボン着用,白色
系の軽自動車使用

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

330
2022年06
月09日(木)

午後4時20分頃 曽於市大隅町岩川 敷地内

70歳代位,身長165㎝位,中肉,
白髪混じりの短髪,レンズが黒
色系の四角フレーム眼鏡,白
色系の自動車使用

《曽於市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「猫を探してくれないか。」と声を
掛けられました。

331
2022年06
月09日(木)

午後4時40分頃
霧島市隼人町小田
県道471号線沿い

敷地内

50～60歳代位,身長160㎝位,
中肉,黒色の半袖Tシャツ,青色
の長ズボン着用,青色系の
オートバイ使用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児複数が男から,「このマスクを着ける?」とマスクを差
し出されながら声を掛けられました。

332
2022年06
月10日(金)

午前7時30分頃
出水市高尾野町上水流
県道374号線付近

路上

20～30歳代位,中肉,黒色短
髪,黒色の半袖上衣着用,灰色
の自動車使用

《出水市で不審者事案》
小学生男女が複数で登校中,車に乗った男からスマートフォン
を向けられました。

333
2022年06
月10日(金)

午後6時30分頃 鹿児島市桜ヶ丘4丁目 敷地内

身長170㎝位,やせ型,青色のT
シャツ,黒色のジャージ系長ズ
ボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
中学生の男女複数が,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

334
2022年06
月10日(金)

- - - -

《指宿市で行方不明事案》
【年齢,性別】72歳,男性
【身体特徴】身長160㎝位,やせ型,白髪交じりの短髪,灰色のポ
ロシャツを着用,黒色の杖を使用
【行方不明の状況】令和4年6月10日午後4時30分頃から令和4
年6月11日午前8時30分頃までの間に,指宿市新西方の自宅
から行方不明となっています。

335
2022年06
月10日(金)

- - - -

《指宿市における行方不明者の発見について》
令和4年6月10日から行方不明になっていた男性(72歳)は,無
事発見されました。ご協力ありがとうございました。

336
2022年06
月11日(土)

午前7時50分頃
鹿児島市山田町
中山バイパス付近

路上

30歳代位,身長170㎝位,小肥
り,黒色短髪,黒色の半袖シャ
ツ,ベージュ色の長ズボン着
用,黒色系の軽自動車使用

《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。

337
2022年06
月11日(土)

午後8時50分頃
鹿児島市西伊敷7丁目33番
付近

路上

身長165㎝位,やせ型,黒色で
肩にかからない程度の長さの
髪,紺色半袖Tシャツ着用

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

338
2022年06
月13日(月)

午前零時30分頃 鹿児島市下伊敷1丁目 路上

40歳代位,身長160㎝位,小肥
り,茶髪の長髪,黒色のTシャツ,
黒色の短パン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が通行中,男から声を掛けられました。

339
2022年06
月12日(日)

午後1時頃
鹿児島市宇宿2丁目3番付
近

店舗内

30歳代後半,身長170㎝位,中
肉,黒色短髪,黒縁眼鏡,黒色
の半袖Tシャツ,青色のジーパ
ン着用

《鹿児島市で盗撮容疑事案》
女性が買い物中,足に何かが触れたため振り返ったところ,ス
マートフォンを持った男がいました。

340
2022年06
月10日(金)

午後5時頃 鹿児島市南林寺町 路上

40～50歳代位,中肉,黒色か茶
色の長髪,青色のロングスカー
トを着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が通行中,内容は不明ですが,女から声を掛けられ
ました。

341
2022年06
月15日(水)

午後3時20分頃
鹿児島市南林寺町
パース通り付近

路上

50～60歳代位,白髪交じりの
髪,長袖上衣,半ズボン,焦げ茶
色の野球帽着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,男に「ジュースをおごろうか」と声を掛け
られました。

342
2022年06
月14日(火)

- - - -

《鹿児島市で行方不明事案》
【年齢,性別】26歳,男性
【身体特徴】身長167㎝位,中肉,上下水色作業着着用
【行方不明の状況】令和4年6月14日午前7時15分頃,鹿児島市
清和の自宅から紺色の軽四輪乗用自動車で外出した後,行方
不明となっています。

343
2022年06
月15日(水)

午後4時頃 鹿児島市伊敷台4丁目付近 敷地内

【男Aの特徴】20歳位,スクー
タータイプのバイク使用
【男Bの特徴】20歳位,天然
パーマ風の短髪,黒色の上衣,
黒色の下衣着用
【男Cの特徴】20歳位,小肥り,
白色のTシャツ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が帰宅中,バイクに乗った3人組の男から「どこ行く
の。」などと声を掛けられました。
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344
2022年06
月16日(木)

午前7時50分頃 鹿児島市谷山中央3丁目 路上

70歳代後半位,身長165～170
㎝位,やせ型,白髪交じりの短
髪,黒色の七分丈袖上衣,黒色
の長ズボン着用,自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が登校中,自転車に乗った男から「握手して。」など
と,しつこく声を掛けられ,手や肩を触れられました。

345
2022年06
月16日(木)

午後4時50分頃
鹿児島市坂之上3丁目7番
付近

路上

60歳代位,身長160㎝位,やせ
型,白髪,白色の半袖Tシャツ,
長ズボン,黒色の帽子着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が複数で下校中,男から「こんにちは,かわいい
ね。」などと声を掛けられ,肩を触れられました。

346
2022年06
月17日(金)

午前4時20分頃
鹿児島市加治屋町から中
央町の電車通り付近

路上

30歳代位,身長170㎝位,小肥
り,白色のTシャツ,灰色の短パ
ン着用

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

347
2022年06
月16日(木)

午後4時30分頃 鹿児島市武2丁目付近 路上

50～60歳代位,やせ型,水色の
シャツ,黒色か茶色のズボン着
用,青色系の軽自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が帰宅中,車から降りてきた男に「こんにちは。」と
声を掛けられ，後をつけられました。

348
2022年06
月16日(木)

午後3時頃 姶良市蒲生町白男付近 路上

40歳代位,薄毛,白色の半袖
シャツ着用,白色系の軽自動
車使用

《姶良市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,車に乗った男から「乗らないね。」と声を
掛けられました。

349
2022年06
月17日(金)

午後5時頃 南九州市知覧町郡 路上

60～70歳代位,身長160㎝位,
やせ型,白髪の短髪,眼鏡,白
色の長袖上衣,水色の長ズボ
ン着用

《南九州市つきまとい事案》
小学生男女が複数で下校中,男からつきまとわれました。

350
2022年06
月17日(金)

午後3時20分頃 大島郡伊仙町大字喜念 路上

40歳代位,身長170㎝位,やせ
型,黒色短髪,丸型の眼鏡,白
色の半袖シャツ,黒色系の長
ズボン着用,軽自動車使用

《伊仙町で不審者事案》
小学生男児が下校中,車から降りてきた男にスマートフォンを
向けられました。

351
2022年06
月17日(金)

午前11時50分頃
志布志市志布志町志布志3
丁目

店舗内

20歳代後半～30歳代前半位,
身長170㎝位,中肉,黒色短髪,
水色の長袖シャツ,黒色のス
ラックス着用

《志布志市でのぞき事案》
女性がトイレを使用中,ドア下部から男にのぞかれました。

352
2022年06
月18日(土)

午後7時頃 鹿児島市高麗町31番付近 路上

60歳代位,身長170㎝位,やせ
型,黒縁眼鏡,ハンチング帽,青
色の半袖上衣,ジーパン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が男から呼び止められ,露出した下半身を見せられまし
た。

353
2022年06
月18日(土)

午後5時10分頃
伊佐市大口里
国道268号線付近

路上

60歳代位,中肉,四角の銀縁眼
鏡,白髪交じりの頭髪,紺色
キャップ着用,白色の軽トラッ
ク使用

《伊佐市で声掛け事案》
小学生女児が通行中,車に乗った男から「連れて行こうか。」な
どと声を掛けられました。

354
2022年06
月20日(月)

- - - -

《さつま町で行方不明事案》
【年齢,性別】年齢76歳,女性
【身体特徴】身長130㎝位,やせ型,白髪短髪,エンジ色上着,紺
色ズボン,水色スニーカーを着用,腰を曲げて歩く
【行方不明の状況】令和4年6月20日午前8時頃,さつま町の自
宅から行方不明となっています。

355
2022年06
月18日(土)

午後2時30分頃 霧島市国分新町 公園

40～50歳代位,身長160～170
㎝位,中肉,短髪,黒縁眼鏡,灰
色の半袖Tシャツ,紺色の長ズ
ボン,薄緑色の帽子着用,白色
系の自動車使用

《霧島市で不審者事案》
小学生女児が複数で遊戯中,男からスマートフォンを向けられ
ました。

356
2022年06
月20日(月)

午後3時50分頃 西之表市西之表松畠付近 路上

50歳～60歳代位,身長160㎝
位,小肥り,白髪交じりの坊主
頭,黄色のタンクトップ,灰色の
半ズボン着用,黒色の軽自動
車使用

《西之表市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,車から降りてきた男に「こんにちは,どこ
に行くの。」などと声を掛けられ,腕を掴まれました。

357
2022年06
月20日(月)

午後10時40分頃 鹿児島市郡山町 路上

20歳代前半位,身長175㎝,小
肥り,短髪,眼鏡,グレーのパー
カー上衣,ジーパン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が通行中,男から「お金は持っていないんですか。」などと
しつこく声を掛けられました。

358
2022年06
月20日(月)

午後4時30分頃 鹿児島市稲荷町 路上

40歳代位,身長160㎝位,やせ
型,黒色短髪,黒色の長袖
ジャージ上衣,黄色の帽子着
用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が通行中,男からつきまとわれました。

359
2022年06
月21日(火)

午前7時20分頃
西之表市西之表上之原付
近

路上

50～60歳代位,身長160㎝位,
中肉,白髪交じりの坊主頭,黒
色のズボン着用

《西之表市で不審者事案》
女子中学生が登校中,後方から男に腕を掴まれました。
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360
2022年06
月21日(火)

午前9時10分頃
鹿児島市内を走行中の市
電内

市電内

20歳代前半位,身長170㎝位,
中肉,黒髪のパーマ頭,白色
シャツ上衣,黒色の長ズボン着
用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が,男に体を触られました。

361
2022年06
月21日(火)

午後5時40分頃 鹿児島市緑ヶ丘町 路上

40歳代位,短髪,やせ型,白色
系の軽自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が通行中,車に乗った男から「電話番号教えて。」などと声
を掛けられました。

362
2022年06
月20日(月)

午後3時頃
霧島市国分向花県道60号
線付近の店舗駐車場

駐車場

30歳代後半位,身長170㎝位,
中肉,茶髪のツーブロック,黒色
のサングラス,黒色の長袖
パーカー,黒色の長ズボン着
用,黒色系の自動車使用

《霧島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,車から降りてきた男に「おうちはどこ」な
どと声を掛けられました。

363
2022年06
月21日(火)

午後4時20分頃
出水市高尾野町下水流の
東水流地区付近

路上

20歳代位,身長170㎝位,やせ
型,黒色短髪,黒色の半袖T
シャツ,黒色の長ズボン着用,
紺色系の自動車使用

《出水市で公然わいせつ事案》
小学生女児が下校中,車の横で下半身を露出している男を目
撃しました。

364
2022年06
月22日(水)

午前零時30分頃 鹿児島市広木2丁目 住宅

20～30歳代位,身長175㎝位 《鹿児島市でのぞき容疑事案》
家人が風呂場の掃除をしていたところ,閉めていたはずの窓が
開いており,窓から手が見えました。

365
2022年06
月23日(木)

午後零時10分頃
鹿児島市中央町の商業施
設内

店舗内

30～40歳代位,身長160～170
㎝位,やせ型,黒色短髪,黒色
のTシャツ上衣,黒色の長ズボ
ン着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が買物中,後ろから男に体を触られました。

366
2022年06
月23日(木)

午後1時頃
鹿児島市永吉1丁目3番付
近

路上

40～50歳代位,中肉,白色のタ
ンクトップ着用,白色系の軽自
動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が下校中,車に乗った男から「傘はいらないか。」
などとしつこく声を掛けられました。

367
2022年06
月24日(金)

午後８時10分頃 鹿児島市高麗町付近 路上

40～50歳代位，身長165㎝
位，小肥り，黒髪短髪，上衣
黒色半袖，下衣赤色と黄色の
半ズボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が帰宅中，後ろから男に体を触られました。

368
2022年06
月25日(土)

午後１時10分頃 鹿児島市草牟田2丁目 店舗内

70歳代位，身長160㎝位，小
肥り，白髪交じりの坊主頭，
水色の作業着下衣着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が，男から扇子様の物で頭を叩かれました。

369
2022年06
月23日(木)

午後9時頃
鹿児島市下竜尾町１番付
近

路上

40～50歳代位，身長160㎝
位，中肉，黒色短髪，長ズボ
ン着用，白色系の軽自動車使
用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が通行中，車から降りてきた男に「送りますよ。」
などと声を掛けられました。

370
2022年06
月27日(月)

午後9時頃
鹿児島市桜ケ丘8丁目20番
付近

路上

40歳代位，小肥り，白色系の
Tシャツ着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中，男に体を触られました。

371
2022年06
月27日(月)

午後11時40分頃 鹿児島市下福元町 住宅街

小肥り，上半身は裸か肌色系
の上衣を着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が衣服を身に付けていない状態で敷地内に立っている男
を目撃しました。

372
2022年06
月28日(火)

午後2時20分頃
垂水市上町　県道534号線
付近

路上

60歳代位，身長165㎝，やせ
型，白髪交じりの短髪，黒色
のポロシャツ着用

《垂水市で声掛け事案》
女子高校生が，男から「飲み物を買いなさい。」などと声を掛
けられました。

373
2022年06
月29日(水)

午後6時30分頃 日置市伊集院町郡1丁目 公園

性別等不明，赤色系のスマー
トフォン所持

《日置市で盗撮事案》
女性がトイレを使用中，トイレの窓の隙間からスマートフォンを
差し入れられていることに気付きました。

374
2022年06
月30日(木)

午後4時50分頃
鹿児島市吉野町雀ヶ宮付
近

路上

60歳代くらい，中肉，黒髪，灰
色系の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中，車に乗った男から「家まで送るから乗
りなさい。」などと声を掛けられました。

375
2022年07
月01日(金)

午前4時40分頃
指宿市大牟礼3丁目14番付
近

路上

50～60歳代位,身長165㎝位,
やせ型,黒色短髪,上衣白色長
袖ジャンパー,女性用ブラ
ジャー,下衣白色長ズボン着
用

《指宿市で不審者事案》
女性が通行中,上半身に女性用の下着を身に付けた男を目撃
しました。
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376
2022年07
月01日(金)

午前7時10分頃 日置市伊集院町郡2丁目 路上

40歳代位,小肥り,坊主が少し
伸びた感じの頭髪,黒色系の
自動車使用

《日置市で不審者事案》
女子中学生が登校中,車に乗った男からスマートフォンを向け
られました。

377
2022年07
月02日(土)

午後1時頃 鹿児島市中央町1番地付近 店舗内

20～30歳代位,身長170㎝位,
四角の眼鏡,白色の半袖Tシャ
ツ,ジーパン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が買物中,男からスカートの後ろの裾付近にス
マートフォン様の物が入ったビニール袋を近づけられました。

378
2022年07
月02日(土)

- - - -

《南大隅町で行方不明事案》
【年齢】88歳,女性
【身体特徴】身長150㎝位,やせ型,茶色がかった黒髪短髪,白
地にピンクの模様入りシャツ,黒色長ズボン,眼鏡着用,黒色手
提げ鞄所持
【行方不明の状況】行方不明者は,令和4年7月2日午前5時頃,
南大隅町の自宅で目撃されたのを最後に行方不明となってい
ます。

379
2022年07
月02日(土)

- - - -

《南大隅町における行方不明者の発見について》
令和4年7月2日から行方不明になっていた女性(88歳)は,無事
発見されました。

380
2022年07
月01日(金)

午前6時50分頃
鹿児島市中山1丁目中山バ
イパス付近

駐車場

30～40歳位,身長170㎝位,小
肥り,坊主頭,透明の眼鏡,黒色
の半袖Tシャツ,黒色のズボン,
ピンク色の下着着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が通行中,下着姿の男を目撃しました。

381
2022年07
月02日(土)

午後3時30分頃 鹿児島市武岡5丁目付近 公園

30～40歳位,身長170㎝位,小
肥り,黒色長髪,黒縁眼鏡,白色
のTシャツ,茶色系の長ズボン
着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男女が複数で遊戯中,男から家の場所などを聞かれま
した。

382
2022年07
月01日(金)

午後1時20分頃 霧島市隼人町内山田付近 路上

20歳代位,身長170㎝位,やせ
型,茶髪,白色系のTシャツの下
に黒色系の長袖インナーシャ
ツを着用,白色系の軽自動車
使用

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

383
2022年07
月03日(日)

午前2時30分頃 鹿児島市浜町 公園

40歳代位,身長175㎝位,中肉,
黒色短髪,黒縁眼鏡,黒色系の
上衣,短パン着用

《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。

384
2022年07
月04日(月)

午後3時30分頃
鹿児島市吉野町大石様河
地区付近

路上

30～40歳代位,身長160～170
㎝位,やせ型,黒髪のパーマ頭,
赤色系の帽子,黒色系のTシャ
ツ黒色系の半ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「そこのお姉ちゃん。」などと声を
かけられ,腕を掴まれそうになりました。

385
2022年07
月05日(火)

午前7時50分頃 出水市西出水町 路上

40～50歳代位,身長175㎝位,
中肉,黒色短髪,黒色のキャッ
プ,黒色のサングラス，黒色の
半袖Tシャツ,黒色のジャージ
様ズボン着用

《出水市でつきまとい事案》
女子高校生が登校中,男から「おはよう。」と声をかけられ,つき
まとわれました。

386
2022年07
月05日(火)

午後4時30分頃
鹿児島市吉野町帯迫付近
の県道16号線沿い

路上

50～60歳代位,身長160㎝位,
やせ型,黒色の野球帽,黒色の
半袖Tシャツ,黒色のズボン着
用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が通行中,男が「ねえ,ねえ。」と声を掛けながら近
寄ってきました。

387
2022年07
月05日(火)

午後5時20分頃 出水市本町7番付近 路上

30～40歳代位,中肉,黒色短
髪,黒色のキャップ,黒縁眼鏡,
白色の半袖Tシャツ,半ズボン
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。

388
2022年07
月06日(水)

午後3時50分頃 鹿屋市笠之原町43番付近 路上

20～30歳代位,身長160㎝位,
中肉,黒色短髪,黒色の帽子,
黒色と青色の半袖上衣着用

《鹿屋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。

389
2022年07
月06日(水)

午後4時頃
鹿児島市吉野町大石様河
地区

路上

40歳代位,身長170㎝位,中肉,
黒色の長袖上衣,黒色の長ズ
ボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男に「ねえねえ。」と声を掛けられ,肩に
手を回されました。

390
2022年07
月06日(水)

午後6時10分頃 鹿児島市武1丁目35番付近 路上

40歳～50歳代位,身長160㎝
位,中肉,黒色短髪,青色の半
袖シャツ,黒色か灰色の半ズ
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,ランドセルを触られ
ました。
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391
2022年07
月07日(木)

午後5時頃 鹿児島市武岡5丁目 公園

70歳代位,身長170㎝位,やせ
型,坊主頭,白色のシャツ,ス
ラックス着用,白色系の自動車
使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が遊戯中,男から店の場所を聞かれ,「場所が分か
らないから付いてきて。」などと声を掛けられました。

392
2022年07
月07日(木)

午後5時頃
鹿児島市星ケ峯4丁目8番
付近

路上

20～30歳代位,身長160㎝位,
中肉,黒色短髪,黒色の半袖上
衣,長ズボン着用

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

393
2022年07
月07日(木)

午後3時30分頃
出水郡長島町指江県道389
号線付近

路上

60歳代位,中肉,白髪,黒色帽
子着用,白色系の軽トラック使
用

《長島町で声掛け事案》
小学生男女が複数で通行中,車に乗った男から「乗っていかな
いか。」と声を掛けられました。

394
2022年07
月07日(木)

- - - -

《長島町における声掛け事案の内容訂正》
本日(7/8)配信した,長島町の路上において,小学生男女が男
から声を掛けられた事案について,発生場所を「出水郡長島町
指江県道389号線付近の路上」としましたが,正しくは「出水郡
長島町指江国道389号線付近の路上」であったことから訂正
いたします。

395
2022年07
月07日(木)

午後4時20分頃
鹿児島市荒田1丁目41番付
近

路上

50～60歳代位,身長150㎝位,
中肉,あご付近までの長さの
髪,ピンク色の半袖アロハシャ
ツ,黒色のズボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が複数で通行中,男からつきまとわれました。

396
2022年07
月07日(木)

午後5時頃
鹿児島市加治屋町市電通
り付近の店舗駐車場

駐車場

やせ型,黒色短髪,青色系の半
袖シャツ,青色系のズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児が複数で通行中,男から「写真撮らせて。」とスマー
トフォンを向けられ写真を撮られました。

397
2022年07
月09日(土)

午後3時30分頃 出水市麓町堅馬場地区 公園

20歳代位,身長170㎝位,中肉,
白色のTシャツ着用

《出水市で不審者事案》
小学生女児が複数で遊戯中,男からスマートフォンを向けられ
ました。

398
2022年07
月10日(日)

午後零時頃 熊毛郡南種子町中之上 路上

70歳代位,身長175㎝位,中肉,
白色の半袖シャツ,紺色か灰
色の長ズボン着用

《南種子町で声掛け事案》
小学生女児が複数で通行中,男から「あなた達,誰。」と声を掛
けられました。

399
2022年07
月09日(土)

午後2時頃 鹿児島市宇宿3丁目付近 路上

60歳代位,身長160～170㎝位,
中肉,黒髪,黒色の長袖Tシャツ
着用,白色系の自動車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が複数で通行中,男からつきまとわれました。

400
2022年07
月12日(火)

午前7時30分頃 鹿児島市玉里団地3丁目 路上

40歳代位,中肉,黒色短髪,黒
色サングラス,黒色の半袖T
シャツ,黒色のズボン着用,黒
色系の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が登校中,車に乗った男から「乗る?」と声を掛けら
れました。

401
2022年07
月12日(火)

午後4時40分頃
鹿児島市永吉1丁目2番付
近

路上

年齢不詳,茶髪のオールバッ
ク,ピンク色系の軽自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が帰宅中,車に乗った男から「こっちにおいで。」な
どと声を掛けられました。

402
2022年07
月12日(火)

午後8時頃
鹿児島市荒田1丁目19番地
付近

路上

20歳代位,身長180㎝位,短髪
のパーマ,暗い色の半袖Tシャ
ツ,暗い色の短パン着用

《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。

403
2022年07
月08日(金)

午後3時10分頃
鹿児島市荒田1丁目36番付
近

路上

年齢・身長不明,やせ型,サン
グラス,黒色の長袖上衣,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「お菓子を食べない。」などと声を
掛けられました。

404
2022年07
月08日(金)

- - - -

《鹿児島市における声掛け事案の解決》
7/8(金),鹿児島市荒田1丁目36番付近の路上における声掛け
事案は,「お菓子をたべない。」という声掛けはなく,事件性がな
かったことが判明しました。ご協力ありがとうございました。

405
2022年07
月07日(木)

午後3時40分頃
指宿市西方国道226号線付
近 路上

30歳代位,身長160㎝位,やせ
型,黒髪の坊主頭,黒色の長袖
シャツ,黒色の短パン着用

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

406
2022年07
月08日(金)

午後7時10分頃 鹿児島市武3丁目16番付近 路上

30～40歳代位,身長165～170
㎝位,中肉,灰色のスウェット上
衣,青色のGパン着用

《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。
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407
2022年07
月08日(金)

午後8時40分頃 鹿児島市清和4丁目 路上

40～50歳代位,身長170㎝位,
小肥り,短髪,暗い色の半袖上
衣,短パン着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が帰宅中,短パンを下ろした下着姿の男から身体を触ら
れました。

408
2022年07
月09日(土)

午後零時40分頃 いちき串木野市湊町4丁目 住宅

30歳代位,身長165㎝位,小肥
り,黒色短髪,紺色系の作業服
上下を着用

《いちき串木野市で不審者事案》
小学生女児が在宅中,男が家の中をじっと見て,「親いる。」と尋
ねました。

409
2022年07
月10日(日)

午後4時10分頃 鹿屋市川西町 公園

30～40歳位,身長170㎝位,小
肥り,黒色短髪,紺色の長袖
シャツ,ベージュ色の半ズボン
着用

《鹿屋市で公然わいせつ事案》
小学生男児が複数で遊戯中,下半身を露出した男を目撃しま
した。

410
2022年07
月11日(月)

午後3時頃 鹿児島市石谷町 路上

50歳代位,黒色と黄色のボー
ダーTシャツ,黒色の長ズボン
着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が帰宅中,男からはっきりとした内容は不明ですが
声を掛けられました。

411
2022年07
月11日(月)

午後3時20分頃 鹿児島市山下町 公園

50～60歳代位,身長175㎝位,
小肥り,白髪交じりの短髪,長
袖パーカー,青色のジーパン
着用,自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が複数で遊戯中,男から「ジュースを買ってあげる
から来て。」と声を掛けられました。

412
2022年07
月11日(月)

午後4時10分頃
鹿児島市東坂元町4丁目50
番付近

路上

60歳代位,白色のYシャツ着用,
白色の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子高校生が帰宅中,男から「車に乗らないか。」と声を掛けら
れました。

413
2022年07
月13日(水)

午後2時頃
鹿児島市吉野町大石様河
地区付近

路上

年齢不詳,身長175㎝位,中肉,
黒色短髪,黒色キャップ,黒色
サングラス,灰色の半袖シャツ,
黒色のジャンパー,黒色の長
ズボン着用,自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「名前は何。」などと声を掛けら
れました。

414
2022年07
月13日(水)

午後6時20分頃
霧島市国分広瀬2丁目5番
付近

路上

40～50歳代位,中肉,緑色の
キャップ,半袖Tシャツ,半ズボ
ン着用,自転車使用

《霧島市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,男から「どこの中学校?」などと声を掛け
られました。

415
2022年07
月14日(木)

午前2時20分頃 鹿児島市加治屋町1番付近 路上

30歳代位,身長160㎝位,中肉,
黒色系の半袖シャツ,黒色系
の長ズボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中,男に体を触られました。

416
2022年07
月12日(火)

午前8時頃
鹿児島市内を走行中のバ
ス内

バス内

10歳代後半位,やせ型,短髪,
半袖シャツ,灰色チェック柄ズ
ボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が,男に体を触られました。

417
2022年07
月13日(水)

午後9時30分頃
鹿児島市小松原1丁目の電
停付近

電停

年齢不明,中肉,短髪,黒色のT
シャツ,灰色の短パン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が,下半身を露出した男を目撃しました。

418
2022年07
月14日(木)

午後3時20分頃
鹿児島市池之上町11番付
近

路上

80～90歳代位,身長160㎝位,
紺色と赤色のボーダーシャツ,
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,男からしつこく声を掛けられました。

419
2022年07
月15日(金)

午後7時頃
鹿児島市内を走行中のバ
ス内

バス内

20歳代位，身長160～170㎝
位,小肥り,黒縁眼鏡,赤色の半
袖Tシャツ,白色の長ズボン着
用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生がバスで帰宅中，通路を挟んだ隣の席からシャッ
ター音がしたため,音がした方向を見ると男がスマートフォンを
手に持っていました。

420
2022年07
月15日(金)

午後10時50分頃 霧島市隼人町内山田3丁目 住宅

性別等不明,茶髪 《霧島市でのぞき事案》
家人が家の中から外を確認した際,浴室をのぞこうとする不審
者を発見しました。

421
2022年07
月17日(日)

午前2時20分頃
鹿児島市永吉1丁目の公園
付近

路上

60歳代位,白髪交じりの長髪,
黒色のTシャツ,黒色の短パン
着用，自転車使用

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

422
2022年07
月17日(日)

午後6時30分頃 鹿児島市呉服町 店舗内

20歳代後半位,身長170㎝位,
やせ型,黒色短髪,銀縁眼鏡,
黒色のTシャツ,白色系の長ズ
ボン着用

《鹿児島市で盗撮容疑事案》
女性が買い物中，男がスカートの中にスマートフォンを差し入
れました。
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423
2022年7月
18日(月）

午後3時50分頃 鹿児島市中山町白山地区 路上

20～30歳代位,身長165㎝位,
小肥り,黒色短髪,白色の半袖
Tシャツ,ピンク色の下着（パン
ツ）,黒色系の軽自動車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が複数で通行中,男からつきまとわれました。

424 - - - - -

《◆夏休みに伴う注意情報◆》
県内のほとんどの小,中学校では,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,声か
け等の被害に遭わないよう,次の点についてご家庭で繰り返し
ご指導をお願いします。
○外出するときは家族に,「何時まで,どこで,誰と,何をするか」
などを知らせる。
○できる限り,誰かと一緒に行動する。
○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。

425
2022年07
月20日(水)

午後零時頃
日置市伊集院町猪鹿倉の
店舗駐車場

駐車場

年齢等不明,スーツ上衣着用
(色不明),白色の自動車使用

《日置市で不審者事案》
小学生女児が複数で下校中,車に乗った男からスマートフォン
を向けられ,手を振られました。

426
2022年07
月20日
(水）

午後10時頃 鹿児島市宇宿2丁目 路上

40歳代位,身長170㎝位,小肥
り,ぼさぼさの髪,黒色の半袖
シャツ着用

《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。

427
2022年07
月21日(木)

午後4時30分頃 南さつま市加世田東本町 店舗内

40～50歳代位,身長175㎝位,
中肉,黒色短髪,紺色のポロ
シャツ,ベージュ色の長ズボン
着用,黒色のスマートフォンを
使用

《南さつま市で不審者事案》
女子中学生らが複数で買い物中，男に背後からスマートフォ
ンを向けられました。

428
2022年07
月21日(木)

午後8時40分頃
霧島市国分福島3丁目42番
付近

路上

20～30歳代位,やせ型,黒色短
髪,黒色サングラス着用,黒色
系の軽自動車使用

《霧島市で声掛け事案》
男子中学生が自転車で通行中，車に乗った男から「おい，兄
ちゃん。」などと声を掛けられました。

429
2022年07
月22日(金)

午前8時50分頃
薩摩川内市宮崎町県道336
号線

路上

30～40歳位,中肉，黒髪，黒系
の上衣,黒色系のズボン着
用，自動車使用

《薩摩川内市で公然わいせつ事案》
女子中学生が通行中，車の運転席で下半身を露出している
男を目撃しました。

430
2022年07
月23日(土)

午前1時30分頃
鹿児島市高麗町6番ナポリ
通り付近

路上

年齢不明,身長170㎝,白色半
袖シャツ，オーバーオール様
の下衣着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が複数で通行中，男からつきまとわれました。

431
2022年07
月25日(日)

午後7時20分頃 鹿児島市桜ヶ丘3丁目 路上

年齢不明,小肥り,黒髪,灰色の
半袖，黒色の半ズボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が通行中,男からつきまとわれました。

432
2022年07
月26日(火)

午前10時頃 薩摩川内市中郷1丁目 路上

10代後半位,やせ型,黒色坊主
頭,緑色のTシャツ,黒色の短パ
ン着用

《薩摩川内市で不審者事案》
女性が通行中，男がTシャツをまくり上げ,クリップ様のものを
付けた身体を見せました。

433
2022年07
月26日
（火）

午後5時頃
鹿児島市原良2丁目１番付
近

路上

年齢不明,白髪でおかっぱの
髪型,赤色系の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が帰宅中，車を運転中の女から「道を尋ねたいか
ら車に乗って」などと声を掛けられました。

434
2022年07
月27日(水)

午後8時頃 鹿児島市鼓川町 住宅

年齢,性別等不明,赤色スマー
トフォン使用

《鹿児島市でのぞき事案》
女性が入浴中，風呂場の窓にスマートフォン様のものが見え
ました。

435
2022年07
月27日(水)

午後8時50分頃
鹿児島市宇宿3丁目35番付
近

地下道

40～50歳代位,身長165㎝位,
中肉,黒髪,黒色系の半袖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》
女性が通行中,男からつきまとわれました。

436
2022年07
月26日(火)

午後7時20分頃
鹿児島市真砂本町の店舗
駐車場

駐車場

40歳代位,小肥り,黒色短髪，
水色のTシャツ,カーキ色のズ
ボン着用,シルバーの自動車
使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が,男からしつこく声を掛けられました。
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437
2022年07
月27日(水)

午前7時30分頃
鹿児島市内を走行中の市
電内

市電内

50歳代位，身長150㎝位,小肥
り，白髪交じりの短髪,白色の
長袖シャツ，黒色のスラックス
着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が市電内で男からつきまとわれました。

438
2022年07
月27日(水)

午前9時30分頃
薩摩川内市中郷１丁目17
番付近

路上

10歳代後半位,身長160～165
㎝位,やせ型，黒色坊主頭，黄
色のTシャツ,短パン着用

《薩摩川内市で不審者事案》
女性が通行中，男がTシャツをまくり上げ，安全ピン様のもの
を付けた身体を見せました。

439
2022年07
月28日(木)

午後零時10分頃 姶良市宮島町 路上

50歳代位,坊主頭，赤色系の
軽自動車使用

《姶良市でつきまとい事案》
女子中学生が通行中，車に乗った男につきまとわれました。

440
2022年07
月28日(木)

午後2時30分頃
鹿児島市桜ヶ丘4丁目１番
付近

駐車場

【男Aの特徴】10歳代位,身長
165㎝位,やせ型,金色短髪,黒
色の半袖上衣,黒色の長ズボ
ン着用,スマートフォン所持
【男Bの特徴】10歳代位,身長
170㎝位,黒色長髪,黒色半袖
上衣,黒色のズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が複数で遊戯中，２人組の男から「かわいいね。
写真撮ろうよ」などと声をかけられました。

441
2022年07
月29日
（金）

午後5時頃 鹿児島市中央町 店舗内

60歳代位，身長160㎝位,小肥
り，白髪の坊主頭

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が店舗にいたところ，男から「お金かして」などと
声を掛けられました。

442
2022年07
月29日(金)

午後9時頃 鹿児島市千年2丁目 路上

20歳代位,身長170㎝位 《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が通行中，男につきまとわれました。

443
2022年07
月29日(金)

午後10時50分頃 鹿児島市西陵2丁目 住宅

20歳代位,中肉,黒髪,白色のT
シャツ着用

《鹿児島市でのぞき事案》
女性が入浴中，男が風呂場の窓からのぞいていることに気づ
きました。

444
2022年08
月01日(月)

午前零時頃 鹿児島市新屋敷町 駐車場

年齢等不明,黒色系の上衣着
用,自転車使用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が通行中,駐車場で自分の下腹部付近を触っている男を
目撃しました。

445
2022年07
年27日(水)

- - - -

《鹿児島市におけるつきまとい事案の解決》
7/27(水)に,市電内で,女性が男からつきまとわれる事案が発
生しましたが,行為者が判明し解決しました。御協力ありがとう
ございました。

446
2022年08
月01日(月)

午後零時10分頃 鹿児島市山田町永田川近く 路上

40歳代位,身長160㎝位,中肉,
黒色短髪

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が通行中,ズボンを下ろし,下腹部付近を触ってい
る男を目撃しました。

447
2022年08
月01日(月)

午後1時30分頃 鹿児島市山下町 公園

60歳代位,身長170㎝位,中肉,
白髪,白色のシャツ,黒色系の
スラックス着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が公園にいたところ,下半身を露出している男を目撃しま
した。

448
2022年08
月01日(月)

- - - -

《鹿児島市で行方不明事案》
【年齢,性別】88歳,男性
【身体特徴】身長160㎝位,やせ型,白髪短髪,眼鏡着用,灰色ス
ニーカー,茶色肩掛けバッグを所持
【行方不明の状況】行方不明者は,令和4年8月1日午前8時30
分頃,鹿児島市大明丘の自宅から徒歩で外出した後,行方不明
となっています。

449
2022年08
月02日(火)

午後4時頃 鹿児島市原良1丁目 店舗内

10歳代位,身長170㎝位,やせ
型,黒色短髪,黒色の半袖T
シャツ,半ズボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
小学生女児が買物中,後ろから男に体を触られました。

450
2022年08
月03日(水)

午前9時30分頃
鹿児島市紫原の紫原六丁
目交差点付近

路上

70歳代位,身長165㎝位,小肥
り,黒髪薄毛,白色半袖シャツ
着用

《鹿児島市でちかん事案》
女子中学生が通行中,男に体を触られました。
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451 - - - - -

《老人ホームの入居権等に関する不審電話にご注意ください》
県内で,老人ホームへの入居の勧誘,名義貸しや入居権の譲
渡等をめぐる不審電話に関する相談が複数寄せられていま
す。
お金に関する話に発展し,うそ電話詐欺の被害に遭うおそれが
あります。
【注意点】
★電話で個人情報を聞かれたり,心当たりのないお金の話は,
詐欺を疑って,すぐに電話を切ってください。
★身に覚えのない話,内容のよく分からない話は,相手の言う
がままに対応せず,必ず相談しましょう。
★うそ電話詐欺に関する情報は,家族や身近な人たちにも必
ず知らせてください！

452
2022年08
月04日(木)

午後11時頃 いちき串木野市生福 住宅

年齢,性別等不明 《いちき串木野市でのぞき事案》
女性が着替中,脱衣場の窓にデジタルカメラ様のものがあるこ
とに気がつきました。

453
2022年08
月08日(月)

午前2時頃 鹿児島市甲突町17番付近 路上

20～30歳代位,身長170㎝位,
やせ型,ぼさぼさの髪,青色の
半袖Tシャツ,灰色の短パン着
用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が通行中,下半身を露出した男から両手を掴まれました。

454
2022年08
月08日(月)

午後4時20分頃 出水市上鯖渕広瀬 路上

年齢不詳,中肉,サングラス,黒
色系のジャンパー上衣着用,
白色の軽トラック使用

《出水市で不審者事案》
小学生男女が通行中,横に停車した車両の運転手の男から手
を振られました。

455
2022年08
月09日(火)

午後5時40分頃
鹿児島市平之町の建物エ
レベーター内

建物内

20～30歳位,身長170㎝位,中
肉,黒色短髪,黒色の上衣,黒
色の下衣着用

《鹿児島市で盗撮容疑事案》
女性がエレベーターで移動中,男からスカートの中にスマート
フォンを差し入れられました。

456
2020年09
月27日(日)

- - - -

《鹿児島市における行方不明事案の解決》
令和2年9月29日に県警あんしんメールでお知らせした男性
（当時88歳,令和2年9月27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。

457
2022年08
月09日(火)

午後零時10分頃 垂水市旭町 路上

20～25歳位,身長170㎝位,や
せ型,黒髪,黒色の帽子,黒色
のフード付きパーカー上衣,灰
色のチノパン着用

《垂水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。

458
2022年08
月07日(日)

午前2時20分頃 鹿児島市山之口町6番付近 路上

30～40歳位,身長170㎝位,中
肉,黒色のキャップ,黒色のT
シャツ,黒色のズボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が通行中,男からしつこくつきまとわれました。

459
2022年08
月11日(木)

午後3時10分頃 鹿児島市城南町 公園

50～60歳位,小肥り,白髪交じ
り,白色のシャツ,緑色の七分
丈ズボン着用,銀色の自転車
使用

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

460
2022年08
月14日(日)

午後11時50分頃 鹿児島市上之園町 路上

30歳代位,中肉,黒色短髪,白
色のシャツ,黒色系のズボン着
用,自転車使用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中,自転車乗りの男から体を触られました。

461
2022年08
月15日(月)

午前11時頃
大島郡伊仙町大字伊仙　県
道80号線沿い

路上

50～70歳代位,小肥り,黒色頭
髪,黒縁眼鏡着用

《伊仙町で公然わいせつ事案》
男性が通行中,陰部を露出している男を目撃しました。

462
2022年08
月15日(月)

午後10時頃 鹿児島市坂之上6丁目 路上

30歳代位,身長170㎝位,中肉,
黒色短髪,白色のTシャツ,色不
明のズボン着用

《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。

463
2022年08
月16日(火)

午後零時30分頃
鹿児島市坂之上7丁目24番
付近

路上

60～70歳代位,身長150㎝位,
やせ型,白髪,色不明のTシャ
ツ,ズボンを着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男女が通行中,男から「アイスを食べて帰りなさい。」と
声を掛けられ,現金を差し出されました。
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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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464 - - - - -

《心当たりのない未払い金に関する不審なメールにご注意くだ
さい》
県内で，国の省庁をかたる未払い金（税金など）の支払い請
求等に関するショートメールについての相談が複数寄せられ
ています。
【注意点】
★心当たりのない未払い金の請求等は詐欺を疑い,メールに
記載されたURLにアクセスしたり，送信元の電話番号に連絡し
ないようにしましょう。
★誤ってURLを開いた場合でも個人情報など入力することは
絶対にしないでください。
★お金に関するメールや電話に対しては，一人で判断せず，
手続きをする前に相談を！
★うそ電話詐欺に関する情報は，家族や身近な人たちにも必
ず知らせてください！

465
2022年08
月14日(日)

午後11時50分頃
鹿児島市下荒田2丁目51番
付近

路上

20～30歳位,身長165㎝位,中
肉,パーマのかかった茶髪,白
色の半袖シャツ,黒色の下衣
着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が通行中，男からしつこくつきまとわれました。

466
2022年08
月19日(金)

午前10時40分頃
鹿児島市田上2丁目3番付
近

路上

30歳代位,身長165～170㎝位,
小肥り,黒色短髪,青色と白色
のチェック柄上衣,黒色のス
ラックス着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が通行中,男から卑わいな言葉をかけられました。

467
2022年08
月20日(土)

午前2時10分頃 鹿児島市山之口町7番付近 路上

20歳代位,やせ型,黒色短髪,
白色のシャツ,黒色のズボン着
用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が通行中,全裸で立っている男を目撃しました。さらに別
の女性も,全裸の男が服を着ながら立ち去る様子を目撃しまし
た。

468
2022年08
月20日(土)

午後1時30分頃
鹿児島市清和3丁目8番付
近

路上

30歳代位,身長165㎝位,中肉,
黒色短髪,白色のTシャツ,黒色
の短パン着用

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

469
2022年08
月21日(日)

午前8時頃 鹿児島市宇宿3丁目33番 駅

20歳代位,身長170㎝位,中肉,
色不明の半袖Tシャツ,長ズボ
ン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が列車を待っていたところ，下半身を露出してい
る男を目撃しました。

470
2022年08
月21日(日)

午後2時頃
鹿児島市中央町高見橋電
停交差点付近

路上

60歳代位,身長170㎝位,白色
短髪,黒色の半袖シャツ,黒色
の長ズボン着用,カメラ様のも
のを所持

《鹿児島市で不審者事案》
女性が通行中,男からカメラ様の物を向けられました。

471
2022年08
月23日(火)

午後6時40分頃
姶良郡湧水町米永県道55
号線沿い

店舗内

40歳代位,身長170㎝位,小肥
り,黒色短髪,緑色系の長袖作
業着上衣,長ズボン着用

《湧水町でつきまとい事案》
女子高校生が買い物中,男からつきまとわれ,スマートフォンを
向けられました。

472
2022年08
月23日(火)

午前7時10分頃
鹿児島市内を走行中のバ
ス内

バス内

50歳代～60歳代位,身長170
㎝位,小肥り,白髪交じりの短
髪,白色のカッターシャツ,黒色
か灰色のスラックス着用

《鹿児島市で盗撮容疑事案》
女性がバスに乗車中,男から膝元付近にスマートフォンを向け
られました。

473 - - - - -

《還付金詐欺にご注意ください》
市役所の職員を名乗り，保険料の払い戻しがあるなどと持ち
かけて取扱金融機関を聞き出し，ＡＴＭへ誘い出す詐欺の相
談が鹿児島市内を中心によせられています。ご注意ください。
【注意点】
★市役所職員などを名乗り，「還付金がある」，「ＡＴＭで手続
ができる」，「着いたら電話して」などと電話があったら，それは
詐欺です！
　ＡＴＭで還付金は受け取れません！
★「手続は今日まで」などと急がされても，慌てず電話を切り，
まず相談しましょう！
★家族や身近な人たちに必ず知らせてください！

474
2022年08
月30日(火)

午前1時30分頃
鹿児島市宇宿3丁目18番付
近

路上

20～30歳代位,身長170㎝位,
やせ型,短髪,半袖Tシャツ,短
パン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が通行中,下半身を露出した男からつきまとわれました。

475
2022年08
月29日(月)

午後8時30分頃 鹿児島市中央町 店舗内

30歳代後半位,身長170㎝位,
小肥り,黒色短髪,黒色のTシャ
ツ,黒色のズボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が複数で入店中,男からつきまとわれました。
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476
2022年08
月28日(日)

午後8時30分頃
鹿児島市下荒田3丁目1番
付近

路上

20～30歳代位,中肉,黒色パー
マ短髪,自転車使用

《鹿児島市でつきまとい》
女性が通行中,自転車乗りの男からつきまとわれました。

477
2022年08
月27日(土)

午後5時20分頃 鹿児島市下荒田1丁目 路上

30歳代後半位,身長170㎝位,
中肉,黒色短髪カーキ色のT
シャツ,白色の長ズボン着用,
自転車使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
小学生女児が通行中,男から「こんにちは。」などと声を掛けら
れ,露出した下半身を見せられました。

478
2022年08
月26日(金)

午後6時頃 肝属郡肝付町新富 住宅

20～30歳代位,中肉,黒色短
髪,眼鏡着用

《肝付町でのぞき容疑事案》
家人が入浴中,浴室の窓に置かれたスマートフォンに気付き,
外を確認したところ男が立っていました。

479
2022年08
月26日(金)

午前7時30分頃
鹿児島市郡元1丁目10番付
近

路上

40～50歳代位,身長165㎝位,
やせ型,茶髪,黄色のTシャツ,
黒色のズボン,黒色のトランク
ス着用

《鹿児島市で不審者事案》
男子中学生が登校中,ズボンを脱いだ男が下半身を触ってい
るのを目撃しました。

480
2022年08
月31日(水)

午前零時40分頃 鹿児島市下荒田4丁目 路上

50歳代位,身長170㎝位,小肥
り,黒色短髪,黒色のTシャツ,黒
色の半ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が通行中,男から「話をしよう。」などと声を掛けられ,腕を
掴まれました。

481
2022年08
月28日(日)

午後8時30分頃
鹿児島市東谷山7丁目31番
付近

路上

30歳代位,身長170㎝位,小肥
り,黒髪の坊主頭,白色のタン
クトップ着用,白色の軽自動車
使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が通行中,下半身を露出している男からつきまとわ
れました。

482
2022年08
月31日(水)

午後6時30分頃
鹿児島市中山町　永田川に
架かる大橋付近

路上

30歳代位,中肉,黒色短髪,青
色か灰色のTシャツ着用,白色
の自動車使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が通行中,下半身を露出した男から車でつきまとわれまし
た。

483
2022年09
月01日(木)

午前6時30分頃 鹿児島市南林寺町 路上

【男Aの特徴】20～30歳代位,
黄緑色のシャツを着用
【男Bの特徴】20～30歳代位,
黒色のシャツを着用

《鹿児島市でちかん事案》
女子高校生が登校中,二人組の男から道を尋ねられ,うち一人
から胸を触られました。

484
2022年09
月01日(木)

午後1時30分頃 鹿児島市城山2丁目 路上

30歳代位,黒色サングラス,白
色のTシャツ着用,黄色系の自
動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が通行中,車に乗った男から,「いいものあるよ。車
にのるか。」などと声を掛けられました。

485
2022年09
月01日(木)

午前11時頃 鹿児島市千日町 店舗内

60歳代位,身長180㎝位,中肉,
スキンヘッド,黄緑色の縁の眼
鏡着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が買い物中,男からつきまとわれました。

486
2022年08
月31日(水)

午後6時30分頃 鹿児島市長田町4番付近 路上

40～50歳位,身長160㎝位,中
肉,暗めの色のTシャツ着用

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

487
2022年08
月31日(水)

午後5時20分頃
鹿児島市和田1丁目38番付
近　和田川沿い

路上

30歳代位,身長175㎝位,やせ
型,黒色短髪,紺色のジーパン
着用,自転車を押して歩く

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
小学生女児が帰宅中,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。

488
2022年09
月02日(金)

午後4時50分頃 鹿児島市皆与志町 路上

40歳代位,身長160㎝位,黒色
のサングラス,黒色の半袖ポロ
シャツ,黒色のズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「家はどこなの。」などと声を掛け
られました。

489
2022年09
月02日(金)

午後3時40分頃
伊佐市大口堂崎　国道267
号線付近

路上

50歳代位,黒色のサングラス
着用,黒色系の軽自動車使用

《伊佐市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,車に乗った男から「おもちゃやお菓子を
あげるから,おいでよ。」などと声を掛けられました。

490
2022年09
月03日
（土）

午後6時50分頃
鹿児島市東谷山4丁目11番
付近

路上

50歳代位,身長175㎝位,中肉,
黒色キャップ,黒色のTシャツ,
緑色の短パン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が帰宅中,男から「ちょっと来て。｣などと声を掛け
られ,腕を掴まれました。

491
2022年09
月03日
（土）

午後8時50分頃
鹿児島市伊敷台1丁目22番
付近

路上

30歳代位,身長175㎝位,やせ
型,真ん中分けの黒髪,黒色の
半袖Tシャツ,黒色の七分丈ズ
ボン着用

《鹿児島市で痴漢事案》
女子中学生が通行中,男からすれ違いざまに体を触られまし
た。
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492
2022年09
月03日(土)

午後9時10分頃
鹿児島市下伊敷1丁目11番
付近

路上

年齢不明,身長165㎝位,黒色
系の長袖上衣,黒色系の半ズ
ボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が帰宅中,下半身を露出した男からつきまとわれ
ました。

493
2022年09
月04日(日)

午後11時10分頃
鹿児島市下福元町　県道19
号線付近

住宅

40歳代位 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
家人が入浴後,部屋の窓から外を見た際,全裸の男がいるのを
目撃しました。

494 - - - - -

《｢高額当選｣・｢ウイルス感染｣メッセージにご注意！》
「●億円が当選しました」などのメールを送りつけ,受け取るた
めの手数料を要求したり,パソコンの画面に突然｢ウイルスに
感染しました｣などと警告を表示させ,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を要求する詐欺に関する
相談が多く寄せられています。
支払い方法としては,コンビニで電子マネーカードを買いカード
の番号を教えるように指示して金額分の利用権を騙し取るも
のや,購入させた電子マネーカードをサイト内のポイント購入に
使用させるものなどがあります。
【注意点】
★メールに添付されたURLにアクセスしたり,表示された電話
番号に慌てて連絡したりせず,まず相談しましょう！
★電話で「電子マネーカードを買って,番号を教えて」と指示さ
れたら詐欺を疑いましょう！
★被害者の多くは高齢者です。家族や身近な人たちに必ず知
らせてください！

495
2022年09
月05日(月)

午後3時30分頃
鹿児島市星ケ峯4丁目の住
宅

敷地内

30歳代位,身長160～165㎝位,
やせ型,黒髪,黒縁眼鏡,白色
のシャツ,紺色の長ズボン着用

《鹿児島市で盗撮容疑事案》
小学生女児が下校中,男から｢虫がついているよ。」と声を掛け
られ,スカート内にスマートフォンを入れられました。

496
2022年09
月06日(火)

午後零時50分頃 鹿児島市新照院町の建物 敷地内

20歳代位,身長175㎝位,やせ
型,黒色短髪,黒色系の半袖T
シャツ,短パン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が,建物の敷地内で下半身を露出した男を目撃しました。

497
2022年09
月06日(火)

午後3時頃
南九州市川辺町宮　県道
263号線付近

路上

40歳代位,身長170㎝位,黒色
短髪,灰色系の自動車使用

《南九州市で不審者事案》
小学生女児が下校中,車から降りてきた男からスマートフォン
を向けられました。

498
2022年09
月06日(火)

午前7時30分頃 薩摩川内市東向田町 路上

10歳代位,身長160㎝位,中肉,
黒色短髪,ジャージ上下着用

《薩摩川内市で公然わいせつ事案》
小学生男女が複数で登校中,男から｢おはようございます。」と
声を掛けられ,露出した下半身を見せられました。

499
2022年09
月06日(火)

午後9時頃
出水市中央町　国道328号
線付近

路上

20～40歳代位,身長170㎝位 《出水市でちかん事案》
女性が通行中,男からすれ違いざまに体を触られました。

500
2022年09
月07日(水)

午後3時頃 鹿児島市皇徳寺台4丁目 路上

50歳代位,身長170～180㎝位,
中肉,横が短く後ろが長い髪
型,黒色のパーカー,横縞のT
シャツ,黒色の七分丈ズボン着
用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が通行中,男から「おもちゃがあるよ。」などと声を
掛けられました。

501
2022年09
月07日(水)

午後8時20分頃
鹿児島市清和3丁目6番付
近

路上

40歳代位,身長165㎝位,小肥
り,短髪,白色の半袖Tシャツ,オ
レンジ色のトランクス様着用

《鹿児島市における不審者事案》
女子高校生が複数で帰宅中,下着姿で下半身を触っている男
を目撃しました。

502
2022年09
月07日(水)

午後7時20分頃
鹿児島市清和4丁目4番付
近

路上

年齢不明,小肥り,黒色系の上
衣着用

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

503
2022年09
月07日(水)

午後5時頃
鹿児島市紫原5丁目43番付
近

路上

60歳代位,身長165㎝位,やせ
型,黒色のヘルメット,黒色のT
シャツ,灰色の長ズボン着用,
赤色の原付バイク使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,原付バイクの近くに立っていた男から｢
スーパーどこ。」と声を掛けられました。

504
2022年09
月07日(水)

午後8時10分頃
薩摩川内市入来町副田　入
来温泉入口交差点付近

路上

年齢不明,身長170～175㎝位,
黒色のパーカー,黒色のズボ
ン着用

《薩摩川内市でちかん事案》
女性が通行中,男からすれ違いざまに体を触られました。
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505
2022年09
月08日(木)

午前7時20分頃 霧島市国分中央3丁目 路上
20歳代位,身長170㎝位,やせ
型,黒色短髪,オレンジ色系の
半袖Tシャツ,短パン着用

《霧島市で声掛け事案》
小学生男児が登校中,男から｢写真撮ろうよ」と声を掛けられ,
スマートフォンで写真を撮られました。

506
2022年09
月07日(水)

午後6時頃
肝属郡南大隅町根占川南
雄川沿い

路上

50歳代位,身長160～165㎝位,
中肉

《南大隅町で声掛け事案》
女子中学生が通行中,男から｢名前教えて。」などと声を掛けら
れ,腕を掴まれました。

507
2022年09
月08日(木)

午後3時40分頃
曽於市財部町北俣　県道
108号線付近

路上

40歳代位,身長170～180㎝位,
中肉,黒色短髪,茶色の帽子,
黒色のサングラス,赤色の襟
付き長袖上衣,黒色の長ズボ
ン着用

《曽於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,スマートフォンを向
けられました。

508
2022年09
月09日(金)

午後5時20分頃 鹿児島市自由ヶ丘1丁目 路上

20歳代位,黒色帽子,黒色半袖
Tシャツ着用,白色系自動車使
用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女子中学生が下校中,車に乗った男につきまとわれました。

509
2022年09
月10日(土)

午後零時頃
曽於郡大崎町永吉　国道
220号線

路上

40歳代位,帽子を着用,白色の
自動車使用

《大崎町で不審者事案》
小学生男児が,車に乗った男から手招きされました。

510
2022年09
月10日(土)

午前8時頃
鹿児島市中山2丁目29番付
近

路上

年齢不明,身長180㎝位,小肥
り,黒色半袖シャツ,黒色長ズ
ボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
小学生女児が複数で登校中,一人が後ろからついてきた男に
体を触られました。

511
2022年09
月10日(土)

午前3時頃
鹿児島市鴨池新町38番付
近

路上

40～50歳代位,身長165㎝位,
中肉,黒色Tシャツ,黒色短パン
着用,自転車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が自転車に乗った男からつきまとわれ,卑わいな言葉を掛
けられました。

512
2022年09
月12日(月)

午後零時30分頃 薩摩郡さつま町鶴田の住宅 敷地内

30～50歳代位,身長170㎝位,
中肉,短髪,下着(パンツ）着用

《さつま町で不審者事案》
家人が在宅中,敷地内に下着姿の男が侵入しました。

513
2022年09
月10日(土)

- - - -

《大崎町における不審者事案の解決》
9/10(土)に発生した,小学生男児が,車に乗った男から手招きさ
れた事案は,事件性がな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。

514
2022年09
月12日(月)

午後2時30分頃 曽於郡大崎町菱田正坂 路上

40歳代位,身長160～170㎝位,
中肉,黒色短髪,黒色のTシャ
ツ,黒色のジャージ様のズボン
着用,黒色系の自動車使用

《大崎町で不審者事案》
小学生男児が下校中,対向から車に乗った男が笑いながら近
づき,暴言を吐きました。

515
2022年09
月12日(月)

午後零時頃 志布志市志布志町安楽 住宅

40歳代位 《志布志市で不審者事案》
女性が在宅中,訪ねてきた男から,「地図を描いてほしい」など
としつこく頼まれました。

516
2022年09
月12日(月)

午前9時頃 日置市伊集院町郡2丁目 路上

40歳代位,中肉,黒色短髪,黒
色の半袖Tシャツ着用,黒色系
の自動車使用

《日置市で不審者事案》
女子中学生が通行中,車に乗った男からスマートフォンを向け
られました。

517
2022年09
月13日(火)

午後8時頃 鹿児島市宇宿4丁目 路上

30～40歳代位,小肥り,黒色坊
主頭,白色の半袖Tシャツ着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が通行中,下半身にタオルを巻き,下腹部を触っている男
を目撃しました。

518
2022年09
月12日(月)

- - - -

《さつま町における不審者事案の解決》
9/12(月)に発生した,薩摩郡さつま町鶴田の住宅敷地内に下
着姿の男が侵入した事案については,その後,行為者が判明し,
解決しました。

519
2022年09
月13日(火)

午後7時30分頃
鹿児島市宇宿5丁目32番付
近

路上

小肥り,白色の肌着,毛糸のパ
ンツ着用,紺色系の軽自動車
使用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が通行中,車から下着姿の男が降りてきて,卑わい
な言葉を掛けられました。

520
2022年09
月15日(木)

午前6時50分頃
鹿児島市中山2丁目　県道
210号線沿い

路上

30歳代位,身長165㎝位,小肥
り,白色の半袖シャツ,灰色の
パンツ(下着)を着用,黒色系の
軽自動車使用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が通行中,下着姿の男から「ねえねえ」と声を掛け
られました。
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521
2022年09
月14日(水)

午前3時40分頃 鹿児島市易居町 敷地内

70歳代位,身長170㎝位,中肉,
白髪で肩くらいまでの長さ

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が通行中,全裸で立っている男を目撃しました。

522
2022年09
月15日(木)

午後4時頃
鹿児島市中央町の商業施
設

施設内

年齢不詳,身長160㎝位,やせ
型,茶髪で胸位までの長さの
髪,黒色の上衣,ベージュ色の
スカート着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が通行中,女装した男からすれ違いざまに耳元に
息を吹きかけられました。

523
2022年09
月15日(木)

午後7時10分頃
鹿児島市東谷山1丁目62番
付近

路上

30～40歳代位,身長165㎝位,
小肥り,黒髪で毛先が金色,肩
ぐらいまでの長さ,黒縁眼鏡,灰
色作業着上下着用,黒色に赤
いライン入りのオートバイ使
用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が通行中,下腹部付近を触っている男を目撃しま
した。

524
2022年09
月15日(木)

午後4時30分頃
鹿児島市吉野町　花棚入口
交差点付近

路上

20～30歳代位,身長180㎝位,
やせ型,黒色短髪,黒色に白地
のボーダー入りのTシャツ,黒
色の長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が通行中,男からスマートフォンを向けられ,つきま
とわれました。

525
2022年09
月16日(金)

午後3時頃
鹿児島市紫原4丁目38番付
近

路上

20歳代位,身長170～180㎝位,
中肉,黒色短髪,黒色のTシャ
ツ,黒色の長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が通行中,男からつきまとわれ,写真を撮られまし
た。

526
2022年09
月16日(金)

午後5時50分頃 鹿児島市谷山中央1丁目 路上

20歳代位,身長170㎝位,やせ
型,短髪,白色のT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》
小学生女児が通行中,下半身を露出した男から声を掛けられ
ました。

527
2022年09
月18日(日)

午前零時50分頃 鹿児島市鴨池1丁目の建物 敷地内

年齢不詳,身長165㎝,中肉,黒
色のニット帽,黒色の長袖シャ
ツ着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が,男に体を触られました。

528
2022年09
月19日(月)

午後7時30分頃
薩摩川内市樋脇町市比野
城ノ下地区

住宅

性別を含め不明 《薩摩川内市でのぞき事案》
女性が入浴中,浴室の窓からスマートフォン様の物を向けられ
ていることに気付きました。

529
2022年09
月19日(月)

午後1時40分頃
南さつま市加世田村原1丁
目2番付近

路上

50～60歳代位,中肉,半袖T
シャツ着用,黄色系の軽自動
車使用

《南さつま市で声掛け事案》
女子高校生が通行中,車に乗った男から「送ろうか。」などと声
を掛けられました。

530
2022年09
月19日
（月）

- - - -

《南さつま市における声掛け事案の配信先についてのお詫
び》
本日,南さつま市で発生した声掛け事案について,霧島市内に
おける事案のみ受信を希望されている方にも誤って発信して
しまいました。お詫び申し上げます。なお関係地域の方には,
改めて配信いたします。

531
2022年09
月20日(火)

午前10時10分頃 霧島市国分新町 敷地内

50歳代位,身長170㎝位,小肥
り,白髪,黄色の半袖Tシャツ,黒
色系の長ズボン着用,オートバ
イ使用

《霧島市で不審者事案》
未就園児が複数で遊戯中,男からスマートフォンを向けられま
した。

532
2022年09
月20日(火)

午後6時頃 鹿児島市下荒田2丁目 路上

40～50歳代位,短髪,黒色系の
上衣,黒色系の下衣着用

《鹿児島市でつきまとい》
小学生女児が通行中,男につきまとわれました。

533
2022年09
月20日(火)

午後6時10分頃
姶良市東餅田　県道391号
線沿い

路上

【男Aの特徴】20歳代位,中肉,
黒色短髪,黒色系の普通乗用
車使用,運転席に乗車
【男Bの特徴】20歳代位,中肉,
黒色短髪,助手席に乗車

《姶良市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,車に乗った2人組の男から「ファイト。」な
どと声を掛けられ,スマートフォンを向けられました。

534
2022年09
月20日(火)

午後3時50分頃
鹿児島市南林寺町　国道
225号線沿い

路上

50～70歳代位,身長150㎝位,
小肥り,黒色短髪,黒色のサン
グラス,黒色のジャージ上下着
用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が通行中,男から｢家まで送ろうか｡」などと声を掛
けられました。

535
2022年09
月21日(水)

午後7時頃
鹿児島市東谷山3丁目18番
付近

路上

40歳代位,身長170㎝位,やせ
型,黒色短髪,黒色系の半袖上
衣,ベージュ色の長ズボン着
用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が通行中,ズボンのチャックを開けた男からつきま
とわれました。
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536
2022年09
月21(水)

午後3時頃
鹿児島市紫原3丁目40番付
近

路上

30歳代位,身長170㎝位,やせ
型,黒色の帽子,黒色の上衣,
黒色の下衣着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から｢何年生。｣などと声を掛けられ,
つきまとわれました。

537
2022年09
月22日(木)

午後4時10分頃
鹿児島市皇徳寺台4丁目25
番付近

路上

やせ型,赤色と白色の柄入半
袖シャツ,黒色のサングラス着
用,白色の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,車に乗車した男から｢楽しい物がある
よ。｣と声を掛けられました。

538
2022年09
月23日(金)

午後6時30分頃 鹿児島市下荒田3丁目 店舗内

50歳代位,身長160㎝位,中肉,
黒髪,白色系の長袖上衣,白色
系の長ズボン,白系の帽子着
用,緑色の鞄所持

《鹿児島市でつきまとい》
女性が買い物中,男からスマートフォンを向けられ,つきまとわ
れました。

539
2022年09
月24日
(土）

午前9時50分頃
鹿児島市田上台4丁目1番
付近

路上

70～80歳代位,身長140～150
㎝位,中肉,襟付きの長袖上衣,
長ズボン着用

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

540
2022年09
月23日(金)

午後11時20分頃
鹿児島市桜ヶ丘8丁目26番
付近

路上

30～40歳位,身長170㎝位,小
肥り,黒色系のTシャツ着用

《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から卑わいな言葉を
掛けられ,つきまとわれました。

541
2022年09
月26日(月)

午後3時30分頃
鹿児島市城山町22番地付
近

駐車場

50歳代位,身長165㎝位,小肥
り,長髪,透明フレームの眼鏡,
白色系の女性用下着(ブラ
ジャー,パンツ）着用,灰色系の
自動車使用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が,女性用の下着を身に付けた男を目撃しました。

542
2022年09
月26日(月)

午後3時30分頃
指宿市池田　県道28号線沿
い

路上

60～70歳位,白髪短髪,自動車
使用

《指宿市で声掛け事案》
小学生男児が帰宅中,車に乗った男から｢乗る｡｣と声を掛けら
れました。

543 - - - - -

《大手通信サービス会社をかたる不審なメールにご注意下さ
い》
県内で,｢ご利用料金についてご確認がございます｣｢本日中に
●●-●●●●-●●●●にご連絡ください｣などと記載された
ショートメールに関する相談が複数寄せられています。
記載された電話番号に連絡すると,サイトの未納料金があるな
どと説明を受け,未納料金の振り込みを指示されることから,被
害に遭うおそれがあります。
【注意点】
★お金に関するメールや電話に対しては,一人で判断せず,手
続きをする前に相談を！
メールに記載された連絡先に連絡してはいけません。
★心当たりのない未払い金の請求等は詐欺を疑いましょう。
★うそ電話詐欺に関する情報は,家族や身近な人たちにも必
ず知らせてください！

544
2022年09
月25日(日)

午後9時30分頃
鹿児島市東谷山7丁目中山
バイパス付近

路上

年齢・性別等不明,白色系の
軽自動車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が複数で通行中,車に乗った不審者につきまとわれまし
た。

545
2022年09
月26日(月)

午後3時頃 鹿児島市桜ヶ丘1丁目付近 路上

40歳代位,身長175㎝位,やせ
型,短髪,黒色サングラス,黒色
のTシャツ,黒色の長ズボン着
用,黒色系の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,男から｢学校はどこ。」と声を掛けられ,つ
きまとわれました。

546
2022年09
月26日(月)

午後6時30分頃
鹿児島市中山町　竹ノ迫地
区

市道上

年齢等不詳,白色の自動車使
用

《鹿児島市でつきまとい》
女子中学生が通行中,車に乗った女からつきまとわれました。

547
2022年09
月26日(月)

午後8時30分頃
鹿児島市吉野町　吉野中前
交差点付近

路上

30～40歳代位,身長165㎝位,
小肥り,ボサボサの髪,白色の
半袖Tシャツ着用

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

548
2022年09
月27日(火)

午後6時20分頃
霧島市国分中央5丁目17番
付近

路上

50～60歳代位,身長170㎝位,
中肉,黒色の帽子,半袖Tシャ
ツ,黒色の短パン着用,シル
バーの自転車使用

《霧島市でつきまとい》
女子中学生が複数で通行中,自転車に乗った男からつきまと
われました。
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549
2022年09
月28日(水)

午後2時40分頃
鹿児島市鴨池1丁目の電停
付近

電停

50歳代位,灰色の作業服上下
着用,黒色のデジタルカメラ使
用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が複数で通行中,男からカメラを向けられ写真を撮
られました。

550
2022年09
月28日(水)

午後3時50分頃
鹿児島市中山町　竹ノ迫地
区

路上

年齢等不明,黒色系の自動車
使用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児が下校中,車に乗車した3人連れの男達から声を
掛けられ,うち後部座席の男からスマートフォンを向けられまし
た。

551
2022年09
月28日(水)

午後9時20分頃
鹿児島市岡之原町　滝の上
地区

路上

40歳代位,紺色のスウェット上
下着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中,男に体を触られました。

552
2022年09
月28日(水)

午後3時50分頃
鹿児島市与次郎2丁目5番
付近

路上

70歳代位,白髪長髪,上下白色
の服着用,黒色の自転車使用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男女が複数で下校中,自転車乗りの男から暴言を吐か
れました。

553
2022年09
月29日(木)

- - - -

《伊佐市で行方不明事案》
【年齢,性別】46歳,女性
【身体特徴】身長150㎝位,中肉,黒色又は紫色シャツ,黒色ズボ
ン,紺色スニーカーを着用
【行方不明の状況】行方不明者は,令和4年9月29日午後4時20
分頃,伊佐市の自宅から外出した後,行方不明となっています。

554
2022年09
月30日(金)

午後4時40分頃
伊佐市大口原田　国道447
号線付近

路上

年齢身長など不明 《伊佐市で不審者事案》
小学生男女が複数で下校中,男からスマートフォン様のものを
向けられました。

555
2022年09
月30日(金)

午後8時40分頃
鹿児島市清和2丁目18番付
近

駐車場

30歳代位,身長170㎝位,小肥
り,上衣黒色Tシャツ,下衣ピン
ク色の下着着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が通行中,下着姿の男を目撃しました。

556
2022年09
月30日(金)

午後10時50分頃
鹿児島市宇宿5丁目32番付
近

路上

30歳代位,身長175㎝位,小肥
り,短髪,黒色半袖Tシャツ,下衣
着用なし

《鹿児島市で不審者事案》
女性が通行中,下半身付近に手を当てている男を目撃しまし
た。

557
2022年09
月29日(木)

- - - -

《伊佐市における行方不明事案について》
令和4年9月30日に県警あんしんメールでお知らせした46歳女
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。

558
2022年10
月01日(土)

午後6時40分頃 鹿児島市新栄町19番付近 住宅

年齢,性別等不明,白色系のス
マートフォン使用

《鹿児島市でのぞき事案》
女性が入浴中,風呂場の窓にスマートフォン様のものが見えま
した。

559
2022年09
月30日(金)

午後11時10分頃
鹿児島市永吉1丁目14番付
近

路上

20歳代位,身長170～175㎝位,
やせ型,黒色の上衣,黒色のズ
ボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中,男に体を触られました。

560
2022年09
月30日(金)

午後4時頃
指宿市山川成川　山川町上
井手方交差点付近

路上

20～40歳代位,黒色短髪,黒縁
眼鏡着用,白色系の軽自動車
使用

《指宿市でつきまとい事案》
女子高校生が下校中,車に乗った男からしつこくつきまとわれ
ました。

561
2022年10
月03日(月)

午後零時40分頃
鹿児島市谷山中央1丁目
指宿枕崎線線路付近

路上

40～50歳代位,身長170㎝位,
中肉,黒髪,黄色系の半袖T
シャツ,黄色系の短パン着用

《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。

562
2022年10
月03日(月)

午後10時40分頃
鹿児島市東谷山6丁目33番
付近

路上

50～60歳代位,身長160㎝位,
中肉,黒縁眼鏡,野球帽,長袖
シャツ,長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が通行中,ズボンを下ろし,下腹部付近を触っている男か
らつきまとわれました。

563
2022年10
月02日(日)

午後4時頃 鹿児島市中央町 地下通路

10代後半位,身長170㎝位,眼
鏡,白色のシャツ着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中,男に体を触られました。

564
2022年10
月02日(日)

午後9時40分頃
鹿児島市鴨池1丁目32番付
近

路上

10～20歳代位,身長170㎝位,
やせ型,黒色短髪,白色の半袖
シャツ,灰色のスラックス着用,
自転車を使用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中,自転車に乗った男から体を触られました。
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565
2022年10
月03日(月)

午後4時30分頃
大島郡知名町大字瀬利覚
県道84号線付近

路上

40～50歳代位,身長155㎝位,
小肥り,短髪,青色と黒色の縞
模様の半袖上衣,赤色の短パ
ン着用

《知名町で声掛け事案》
小学生女児が通行中,男から「一緒に買い物に行こう｡」などと
声を掛けられました。

566
2022年10
月04日(火)

午前7時40分頃
鹿児島市紫原3丁目44番付
近

路上

40歳代位,身長170㎝位,小肥
り,黒色サングラス,緑色の帽
子,黒色の半袖Tシャツ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が登校中,男から「住所を教えて｡」などと声を掛け
られました。

567
2022年10
月04日(火)

午後4時30分頃
鹿児島市星ケ峯4丁目26番
付近

路上

80歳代位,身長160㎝位,やせ
型,灰色の帽子,長袖上衣,長
ズボンを着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が通行中,男から「ちょっと待って｡」と声を掛けら
れ,お菓子を差し出されました。

568
2022年10
月04日(火)

午後9時50分頃
鹿児島市小松原1丁目　上
塩屋地区 路上

年齢不明,身長170㎝位,小肥
り,短髪,紺色の半袖Tシャツ着
用,黒色の軽自動車使用

《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。

569
2022年10
月05日(水)

午前7時30分頃
鹿児島市平川町　県道23号
線平川橋付近

路上

20～30歳代位,身長160～170
㎝位,やせ型,黒色短髪,白色
の半袖シャツの下に黒色の長
袖シャツ,青色の長ズボン,赤
色系のボクサーパンツ着用

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

570
2022年10
月05日(水)

午後4時頃
鹿児島市吉野町　大石様河
地区

路上

20歳代位,緑色とピンク色の
髪,黒色の軽自動車に同乗

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が複数で下校中,車の助手席に乗った女から,容姿
について声を掛けられました。

571
2022年10
月05日(水)

午後4時頃
日置市伊集院町下谷口　県
道206号線沿い

路上

70歳代位,身長160㎝位,中肉,
茶色の野球帽,茶色の半袖T
シャツ,半ズボン着用

《日置市で不審者事案》
小学生男児が下校中,男から「早く来いよ｡」と声を掛けられ,肩
をつかまれました。

572
2022年10
月05日(水)

午後5時50分頃 霧島市国分中央2丁目 路上

30～40歳代位,中肉,角刈りの
黒髪,白色系の自動車使用

《霧島市で不審者事案》
女子高校生が複数で帰宅中,男からスマートフォンを向けられ
ました。

573
2022年10
月05日(水)

午後6時40分頃
鹿児島市星ケ峯5丁目24番
付近

路上

20～30歳代位,身長165～170
㎝位,やせ型,帽子,上衣白色
の半袖,下衣黒色の長ズボン
着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が複数で通行中,露出した下半身を触っている男
を目撃しました。

574
2022年10
月05日(水)

午後9時50分頃 鹿児島市西伊敷1丁目 路上

40歳代位,身長175㎝位,やせ
型,黒色短髪,黒縁眼鏡,半袖
上衣,半ズボン着用

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

575
2022年10
月05日(水)

午後10時50分頃 霧島市隼人町松永2丁目 住宅

20歳代位,上衣白色のパー
カー,下衣黒色系の長ズボン
着用

《霧島市でのぞき事案》
女性が入浴中,すりガラス越しに男がいることに気が付きまし
た。

576
2022年10
月05日(水)

午後5時頃
日置市東市来町長里城之
町上地区

路上

50歳代後半位,身長160㎝位,
小肥り,白髪短髪,赤色の上衣,
下衣黒色の短パン着用

《日置市で声掛け事案》
男子中学生が下校中,男に後ろから肩を叩かれ「一緒に帰らな
い｡」と声を掛けられました。

577
2022年10
月06日(木)

午後3時40分頃
鹿児島市荒田2丁目の交差
点付近

路上

50～60歳代位,小肥り,短髪,灰
色の上衣,下衣黒色の半ズボ
ン着用

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

578
2022年10
月06日(木)

午後4時20分頃
鹿児島市上荒田町　新川付
近

路上

30～40歳位,中肉,黒色短髪,
上衣黒色の半袖Tシャツ,下衣
ベージュ色の長ズボン着用,
黒色系の自転車(ミニサイク
ル)を使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が下校中,下半身を露出して自転車に乗っている
男を目撃しました。

579
2022年10
月06日(木)

午後5時頃
霧島市国分中央5丁目20番
付近

路上

70歳代位,やせ型,白色の帽
子,上衣白色の半袖Tシャツ,下
衣緑色の短パン着用,灰色系
の自転車使用

《霧島市で声掛け事案》
女子中学生が複数で下校中,自転車に乗った男から「どこの中
学校｡」などと声を掛けられつきまとわれました。

580
2022年10
月06日(木)

午後10時30分頃
霧島市国分中央4丁目　唐
仁町地区

敷地内

20～30歳代位,中肉,黒色短
髪,黒縁眼鏡,上衣半袖Tシャ
ツ,下衣長ズボン着用

《霧島市で不審者事案》
女性が複数で通行中,下腹部付近を触っている男を目撃しまし
た。
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581
　2022年
10月06日

(木)
午後3時30分頃

日置市伊集院町下谷口天
神馬場地区

路上

年齢不明,中肉,黒色帽子,黒
色サングラス,上衣黒色長袖,
下衣黒色長ズボン着用

《日置市でつきまとい事案》
小学生男児が下校中,男にしつこくつきまとわれました。

582
2022年10
月06日(木)

午後4時40分頃 薩摩川内市鳥追町 路上

60～70歳位,身長160㎝位,黒
髪交じりの白髪短髪,上衣白
色の長袖シャツ,下衣黒色の
長ズボン着用

《薩摩川内市で声掛け事案》
女子高校生が帰宅中,男から「学校帰りなの｡」などと声を掛け
られ,手を触られました。

583
2022年10
月07日(金)

午後5時頃
霧島市国分上小川　水戸川
付近

路上

30～40歳位,身長160～170㎝
位,中肉,黒色の帽子,上衣黒
色の半袖Tシャツ,下衣黒色の
長ズボン着用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「お菓子をあげるから,おいで」な
どと声を掛けられました。

584
2022年10
月07日(金)

午後6時頃
鹿屋市川西町名貫町入口
交差点付近

路上

40歳代位,身長175㎝位,中肉,
黒色サングラス,上衣黒色の
パーカー,下衣黒色のスウェッ
ト着用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生女児が複数で下校中,男から「どうしたの｡」などと声を
掛けられ,つきまとわれました。

585
2022年10
月07日(金)

午前7時10分頃
鹿児島市与次郎2丁目海岸
沿い

路上

20歳代位,茶髪,黒色Tシャツ着
用,黒色系の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が複数で登校中,車に乗った見知らぬ男から「おは
よう」と声を掛けられました。

586
2022年10
月07日(金)

午後7時50分頃
鹿児島市内を走行中の市
電内

市電内

20歳代前半位,身長175㎝位,
やせ型,黒色短髪,眼鏡,上衣
パーカー着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が市電に乗車中,男からじろじろと見られました。

587
2022年10
月07日(金)

午後11時頃
薩摩川内市樋脇町市比野
笹原地区

住宅

年齢・性別等不明 《薩摩川内市でのぞき事案》
女性が入浴中,浴室越しにスマートフォン様の物を向けられて
いることに気付きました。

588
2022年10
月08日(土)

午前7時20分頃
大島郡知名町大字瀬利覚
県道84号線付近

路上

50～60歳位,身長160㎝位,小
肥り,茶色と黒色の眼鏡,上衣
白色と黒色のパーカー,下衣
紺色の長ズボン着用

《知名町で声掛け事案》
小学生男児が登校中,男から「名前はなに｡」などと声を掛けら
れました。

589
2022年10
月07日(金)

午後3時50分頃 指宿市十二町　高之原地区 路上

70歳代位,身長150㎝位,中肉,
黒髪短髪

《指宿市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,男から「お菓子あげるよ｡」と声を掛けら
れました。

590
2022年10
月07日(金)

午後4時10分頃
鹿児島市星ケ峯3丁目19番
付近

路上

40歳代位,身長160㎝位,やせ
型,黒色キャップ,上衣黒色の
長袖ジャージ,下衣黒色の
ジャージズボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が通行中,男からつきまとわれました。

591
2022年10
月08日(土)

午後3時50分頃
鹿児島市鴨池新町ゆうあい
館前交差点付近

路上

40歳代位,身長165㎝位,中肉,
白髪交じりの短髪,上衣白色
の半袖Tシャツ,下衣灰色の長
ズボン着用,灰色系の自転車
使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が複数で通行中,自転車に乗った男が下半身を露
出しているのを目撃しました。

592
2022年10
月09日(日)

午前零時50分頃 鹿児島市山之口町8番付近 路上

30～40歳代位,身長175㎝位,
やせ型,坊主が少し伸びた長
さの金髪,上衣灰色のニット生
地長袖,下衣長ズボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中,男から体を触られました。

593
2022年10
月09日(日)

午前2時頃 奄美市名瀬仲勝町 住宅

性別を含め不明 《奄美市でのぞき事案》
女性が入浴中,窓の外に人の手が見えたことから大声を出し
たところ,人が逃げる音がしました。

594
2022年10
月09日(日)

午前11時50分頃
鹿児島市清和1丁目28番付
近

路上

20～30歳代位,身長170㎝位,
中肉,黒色短髪,上衣薄い黄土
色系のTシャツ,下衣長ズボン
着用

《鹿児島市で公然わいせつ,ちかん事案》
女性が通行中,下半身を露出した男から体を触られました。

595
2022年10
月09日(日)

午後4時50分頃 鹿児島市千日町 店舗内

50歳代位,身長165㎝位,中肉,
短髪,上衣灰色系のワイシャ
ツ,下衣紺色系のジーパン着
用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が買い物中,男が後方からバッグを女性の足元付近に近
付けました。

596
2022年10
月10日(月)

午後11時頃
鹿児島市鴨池1丁目10番付
近

路上

20歳代位,身長165㎝位,やせ
型,黒色短髪,上衣灰色か青色
系の半袖Tシャツ,下衣黒色の
短パン着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中,男から体を触られました。
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597
2022年10
月12日(水)

午前零時30分頃 鹿児島市船津町5番付近 路上

25～30歳代位,身長175㎝位,
やせ型,短髪,青色の帽子,上
衣灰色のパーカー,下衣黒色
系のズボン着用

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

598
2022年10
月11日(火)

午後10時20分頃
鹿児島市広木1丁目　広木
小前交差点付近

路上

20歳代位,身長170㎝位,やせ
型,短髪,上衣暗い色の長袖T
シャツ,下衣暗い色の長ズボン
着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中,男に体を触られました。

599
2022年10
月11日(火)

午後8時20分頃
鹿児島市谷山中央6丁目41
番付近

路上

10歳代位,身長175㎝位,やせ
型,黒色短髪,上衣半袖Tシャ
ツ,下衣ハーフパンツ着用

《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掛けられました。

600
2022年10
月11日(火)

午後6時頃
曽於市財部町北俣の駅付
近

路上

70歳代位,中肉,白色系の帽
子,白色系の上衣着用,白色系
の軽トラック使用

《曽於市でつきまとい事案》
女性が通行中,車に乗った男からしつこくつきまとわれ,手招き
をされました。

601
2022年10
月10日(月)

午後7時40分頃
鹿児島市宇宿1丁目37番付
近

敷地内

年齢不詳,身長175㎝位,やせ
型,黒色のつば付き帽子,上衣
不明,下衣青色ジーパン着用

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

602
2022年10
月11日(火)

午前7時20分頃
肝属郡肝付町前田　西方地
区

路上

50～60歳代位,黒縁眼鏡着用,
青色系の自動車使用

《肝付町で声掛け事案》
小学生女児が登校中,車に乗った男から「送ろうか｡」と声を掛
けられました。

603
2022年10
月12日(水)

午後7時20分頃
鹿児島市西谷山4丁目9番
付近

路上

年齢不詳,小肥り,上衣黒色の
長袖,下衣黒色の長ズボン着
用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が複数で通行中,男から文言不明なるも声を掛け
られ,つきまとわれました。

604
2022年10
月13日(木)

午前7時30分頃
姶良市松原町1丁目30番付
近

路上

40歳代位,身長170㎝位,小肥
り,黒色の帽子,黒色のサング
ラス,上衣黒色の長袖パー
カー,下衣黒色の長ズボン着
用,黒色の自転車使用

《姶良市で声掛け事案》
小学生女児が登校中,自転車に乗った男から「名前なんて言う
の｡」と声を掛けられました。

605
2022年10
月12日(水)

午後2時40分頃
大島郡宇検村大字田検　田
検川に架かる轟橋付近

路上

50歳代位,赤色系のサングラ
ス着用,軽自動車使用

《宇検村で声掛け事案》
小学生男女が複数で下校中,車に乗った女から「乗っていかな
い｡」と声を掛けられました。

606
2022年10
月13日(木)

午後5時頃
鹿児島市玉里団地3丁目3
番付近

路上

40歳代位,身長160㎝位,中肉,
帽子,下衣灰色の長ズボン着
用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,男から暴言を吐かれ,肩をぶつけられま
した。

607
2022年10
月14日(金)

午後4時20分頃 大島郡和泊町大字和泊 路上

年齢等不詳,灰色系の自動車
使用

《和泊町で不審者事案》
小学生女児が複数で下校中,車に乗った男からスマートフォン
を向けられました。

608
2022年10
月16日(日)

- - - -

《鹿児島市で行方不明事案》
【年齢,性別】85歳,男性
【身体特徴】身長160㎝位,中肉,白髪,黒色長袖シャツ,紺色ズボ
ン,黒色の肩掛けポーチ所持
【行方不明の状況】
行方不明者は,令和4年10月16日午後1時頃,鹿児島市西坂元
町の福祉施設から外出した後,行方不明となっています。

609
2022年10
月15日(土)

午後2時20分頃
霧島市隼人町小田　県道
471号線沿い

店舗

30歳代位,身長170㎝位,中肉,
黒色短髪,上衣青色のＴシャ
ツ,下衣灰色のズボン着用

《霧島市で不審者事案》
小学生女児が複数で買い物中,男からスマートフォンを向けら
れました。

610
2022年10
月16日(日)

午前8時30分頃
鹿児島市内を走行中の列
車内

列車内

50～60歳代位,身長170㎝位,
中肉,白髪交じりの黒髪,上衣
えんじ色のＴシャツ,下衣ベー
ジュ色の長ズボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
男子高校生が,男から体を触られました。

611
2022年10
月16日(日)

午前11時30分頃
日置市伊集院町徳重　駅前
通地区店舗入口付近

店舗

30～40歳代位,身長170～180
㎝位,黒色短髪,上衣迷彩柄の
Ｔシャツ,下衣灰色の長ズボン
着用

《日置市で不審者事案》
小学生女児が複数で店舗入口付近にいたところ,男が見つめ
ながら近づいて来ました。
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612
2022年10
月16日(日)

午後8時20分頃
鹿児島市清和1丁目12番付
近

路上

30～40歳代位,身長165～170
㎝位,小肥り,上衣不明,下衣下
着着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が通行中,下着姿の男を目撃しました。

613 - - - - -

《パソコンの「ウイルス感染」警告や高額当選メールにご注
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
除去費用を要求したり,「高額当選しました」などとメールを送り
つけ,受取手数料や保証金として,コンビニで電子マネーカード
を購入させ,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。
【注意点】
★表示された電話番号に慌てて連絡してはいけません。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！
★うそ電話詐欺に関する情報は,家族や身近な人たちにも必
ず知らせてください。

614
2022年10
月16日(日)

- - - -

《鹿児島市における行方不明事案について》
令和4年10月17日に県警あんしんメールでお知らせした85歳
の男性(令和4年10月16日から行方不明)は,無事発見されまし
た。ご協力ありがとうございました。

615
2022年10
月16日(日)

午後1時頃
霧島市国分福島1丁目5番
付近

路上

10～20歳代位,身長180～185
㎝位,中肉,黒色短髪,上衣黄
緑色の半袖Tシャツ,下衣黒色
の短パン着用

《霧島市でちかん事案》
小学生女児が通行中,男に体を触られ,卑わいな言葉を掛けら
れました。

616
2022年10
月17日(月)

午後5時40分頃
鹿児島市清和4丁目3番付
近

路上

20歳代位,身長180㎝位,やせ
型,茶色短髪,上衣緑色の半袖
Tシャツ,下衣黒色の短パン着
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。

617
2022年10
月16日(日)

午後1時30分頃 いちき串木野市東塩田町 店舗内

60歳代位,身長165㎝位,小肥
り,白髪交じり,黒色の帽子,上
衣黒色の半袖Tシャツ,下衣黒
色の長ズボン着用

《いちき串木野市で声掛け事案》
小学生男児が,男から,「これあげる。」と声を掛けられ,ぬいぐる
みやキーホルダーを手渡されました。

618
2022年10
月18日(火)

午後9時30分頃
鹿児島市谷山中央6丁目8
番付近

路上

20～30歳代位,身長170㎝位,
中肉,黒縁眼鏡,上衣灰色の
パーカー,下衣黒色系の長ズ
ボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が通行中,男からつきまとわれました。

619
2022年10
月18日(火)

午後7時頃 出水市美原町　安原地区 路上

20～40歳代位,中肉,ニット帽,
上衣灰色のパーカーの上に
黒色のジャンパー,下衣長ズ
ボン着用

《出水市でつきまとい事案》
女性が複数で通行中,男からつきまとわれました。

620
2022年10
月19日(水)

午前8時30分頃
霧島市国分中央5丁目20番
付近

路上

70歳代位,身長160～165㎝位,
やせ型,黒色サングラス,灰色
の帽子,上衣長袖,下衣長ズボ
ン着用,自転車使用

《霧島市でつきまとい事案》
女子高校生が登校中,自転車に乗った男から事実でないこと
を言われ,つきまとわれました。

621
2022年10
月18日(火)

午後9時40分頃
肝属郡肝付町新富　中村園
地区

住宅

30歳代位,身長170㎝位,中肉 《肝付町でのぞき事案》
家人が入浴準備中,人の足音が聞こえたことから,敷地内を確
認したところ,男が物陰に隠れていました。

622
2022年10
月20日(木)

午後4時20分頃
日置市吹上町中之里　国道
270号線沿い

路上

年齢不詳,身長160㎝位,中肉,
黒色のキャップ,上衣黒色の
ジャージ長袖,下衣黒色の
ジャージ長ズボン着用

《日置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。

623
2022年10
月20日(木)

午後10時頃
鹿児島市桜ケ丘8丁目20番
付近

路上

30～40歳代位,小肥り,上衣長
袖,下衣長ズボン着用

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

624
2022年10
月20日(木)

午後10時10分頃
鹿児島市宇宿5丁目12番付
近

路上

30～40歳代位,身長170㎝位,
小肥り,短髪,上半身は裸,赤色
のパンツを着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が帰宅中,パンツ姿の男から卑わいな言葉を掛けられま
した。

625
2022年10
月20日(木)

午後10時30分頃 鹿児島市真砂町
店舗敷地

内

40～50歳代位,身長170～175
㎝位,中肉,短髪,上衣青色のT
シャツ,下衣長ズボン,白色の
自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が通行中,車に乗った男から道を尋ねられ「乗っていきま
すか。」などと声を掛けられました。
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626
2022年10
月20日(木)

午後11時20分頃
鹿児島市上福元町　御所下
地区

路上

30～40歳代位,身長160㎝位,
小肥り,黒色短髪,上衣女性用
の下着,下衣赤色のパンツ着
用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が帰宅中,下着姿の男から体を触られました。

627
2022年10
月14日(金)

- - - -

《和泊町における不審者事案の解決》
10月14日(金)に発生した,大島郡和泊町大字和泊で,下校中の
小学生女児らがスマートフォンを向けられた事案については，
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。

628
2022年10
月21日(金)

午後3時40分頃
鹿児島市下荒田4丁目15番
付近

路上
50～60歳代位,身長160～170
㎝位,黒髪,上衣黄土色の半袖
シャツ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から｢ばいばい。｣と声を掛けられ,手
を振られました。

629
2022年10
月21日(金)

午後9時20分頃 鹿児島市武1丁目19番付近 路上

年齢不詳,小肥り,短髪，上衣
白色系の長袖シャツ,下衣暗
い色のズボン着用,銀色の自
転車使用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中,自転車乗りの男から追い越される際に体を触
られました。

630
2022年10
月22日(土)

午前10時30分頃
鹿児島市西千石町14番付
近

路上

【男Aの特徴】20歳代位,身長
170㎝位,やせ型,黒色短髪,上
衣黒色系の半袖Tシャツ着用
【男Bの特徴】20歳代位,身長
170㎝位,やせ型,黒色短髪,上
衣黒色系の半袖Tシャツ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が通行中,2人組の男から「かわいいね,写真を撮ら
せてよ。」と声を掛けられ,スマートフォンを向けられました。

631
2022年10
月23日(日)

午後10時30分頃
鹿屋市札元1丁目　県道553
号線付近

路上

50～60歳代位,身長165～170
㎝位,中肉,黒色のキャップ,上
衣黒色の長袖着用

《鹿屋市で声掛け事案》
女性が通行中,男から「時間ありますか。」などと声を掛けられ
ました。

632
2022年10
月23日(日)

午後11時50分頃
鹿児島市宇宿4丁目36番付
近

路上

30～50歳代位,身長170～175
㎝位,小肥り,黒色短髪,女性用
下着（ブラジャー・パンツ）着
用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が通行中,下着姿の男から「おーい。」と声を掛けられ,追
いかけられました。

633
2022年10
月24日(月)

午後7時30分頃
曽於郡大崎町假宿　馬場地
区

路上

60歳代位,身長170㎝位,中肉,
白髪交じり,紺色の帽子,上衣
紺色のウインドブレーカー,下
衣長ズボン着用

《大崎町で声掛け事案》
女子高校生が複数で通行中,男から卑わいな言葉を掛けられ
ました。

634
2022年10
月24日(月)

午後3時頃
日置市伊集院町妙円寺3丁
目

住宅

30歳代位,身長170㎝位,中肉,
長髪,上衣白色の半袖ワイ
シャツ,下衣黒色の長ズボン着
用

《日置市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男からスマートフォンを向けられ「トイレ
貸して。」などと声を掛けられました。

635
2022年10
月23日(日)

午後8時50分頃
鹿児島市宇宿2丁目3番付
近

店舗内

30歳代位,身長170㎝位,黒色
短髪,眼鏡,上衣黒色系の長
袖,下衣黒色系の長ズボン着
用

《鹿児島市で盗撮事案》
女性が買い物中,男からスカートの中にスマートフォンを差し入
れられました。

636
2022年10
月18日(火)

- - - -

《長島町で行方不明事案》
【年齢,性別】24歳,男性
【身体特徴】身長175㎝位,やせ型,耳にかかる黒髪,グレーの半
袖Tシャツ,水色ジーンズ,黒色運動靴着用。
【行方不明の状況】行方不明者は,令和4年10月18日午後9時
頃,長島町から行方不明となっています。

637
2021年8月

7日(土)
- - - -

《鹿屋市における行方不明事案について》
令和3年8月10日に県警あんしんメールでお知らせした男性
(当時82歳)は,発見されました。ご協力ありがとうございまし
た。

638
2022年10
月23日(日)

午後5時頃
鹿児島市谷山中央2丁目駅
付近の国道225号線

路上

20歳代前半位,身長170～175
㎝位,中肉,黒色か茶色の短
髪,青色系のサングラス,上衣・
下衣黒色系の服を着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が通行中,男から「連絡先を交換しよう。」などと声
を掛けられ，腕を掴まれました。

639
2022年10
月24日(月)

午後8時30分頃
鹿児島市下福元町影原交
差点付近

路上

30歳代位,身長170㎝位,中肉,
茶色で肩くらいまでの長さの
髪,上衣長袖シャツ,下衣半ズ
ボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が通行中,男から｢車に乗ってしゃべろう｡」などと声を掛け
られました。

640
2022年10
月23日(日)

- - - -

《鹿屋市における声掛け事案の発生時間の訂正》
10/24(月)配信した,鹿屋市札元1丁目の県道553号線付近の
路上において,女性が男から｢時間ありますか。」などと声を掛
けられた事案について,発生日時を「10/23(日)午後10時30分
頃」と配信しましたが,正しくは｢10/23(日)午前10時30分頃｣で
あったことから訂正いたします。
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641
2022年10
月26日(水)

午後7時頃
鹿児島市中山町　永田川に
架かる下川原橋と宮下橋の
間付近

路上

20～30歳代位,中肉,茶色短髪
(パーマが掛かっている),白色
系の自動車使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が通行中,下半身を露出した男から車でつきまと
われました。

642
2022年10
月27日(木)

午前7時50分頃
肝属郡東串良町岩弘　県道
519号線沿い

路上

60歳代位,身長170㎝位,やせ
型,金色長髪(肩くらいまでの
長さ),上衣ロングコート着用

《東串良町で不審者事案》
男性が通行中,コートを身に付け,太もも付近をあらわにしてい
る男を目撃しました。

643
2022年10
月26日(水)

午後3時30分頃
鹿児島市吉野町　大石様河
地区

路上

40～50歳代位,身長170㎝位,
中肉,黒色短髪,上衣黒色のT
シャツ,下衣ズボン着用,黒色
系の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,車に乗った男から｢お菓子あげるからお
いで。｣などと声を掛けられました。

644
2022年10
月27日(木)

午後5時頃 鹿児島市千日町 店舗内

30歳代位,身長170㎝位,やせ
型,黒色短髪,上衣黒色のスー
ツ,下衣黒色のスラックス着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が複数で遊戯中,後ろを振り向いたところ,男がしゃ
がんでいました。

645
2022年10
月27日(木)

午後6時20分頃
霧島市国分福島3丁目4番
付近

路上

40～50歳位,身長160㎝位,小
肥り,黒髪,黒色帽子,上衣黒色
の長袖,下衣黒色の長ズボン
着用,灰色の自転車使用

《霧島市でつきまとい事案》
男子中学生が複数で下校中,自転車に乗った男からしつこくつ
きまとわれました。

646
2022年10
月28日(金)

午後3時頃
日置市伊集院町妙円寺1丁
目

路上

30歳代位,身長170㎝位,中肉,
黒色の帽子,上衣黒色の長袖
パーカー,下衣黒色のズボン
着用

《日置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。

647
2022年10
月28日(金)

午後4時30分頃
鹿児島市武岡2丁目23番付
近

路上

50～60歳代位,身長160㎝位,
小肥り,白髪交じり短髪,上衣
半袖シャツ,下衣水色のチェッ
ク柄長ズボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が下校中,下半身を露出し,下腹部を触る男を目撃
しました。

648
2022年10
月28日(金)

午後8時30分頃
日置市伊集院町郡　中福良
地区

路上

年齢不明,身長160～170㎝位,
中肉,黒色の軽自動車使用

《日置市でちかん事案》
女性が帰宅中,車から降りてきた男に身体を触られ,つきまとわ
れました。

649
2022年10
月28日(金)

午後9時50分頃
鹿児島市清和4丁目永田川
付近

路上

30～40歳代位,身長170㎝位,
小肥り,上衣女性用下着（ブラ
ジャー）着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が通行中,下着姿の男から卑わいな言葉を掛けられまし
た。

650
2022年10
月29日(土)

午後4時頃 鹿児島市明和2丁目 公園

60～70歳代位,身長165㎝位,
中肉,黒色の帽子,上衣紺色の
長袖,下衣黒色のズボン着用,
黒色のオートバイ使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男女が複数で遊戯中,男から｢どこの小学校。」などと声
を掛けられました。

651
2022年10
月29日(土)

午後6時40分頃
鹿児島市宇宿2丁目3番付
近

店舗内

年齢不明,やせ型,白髪交じり,
上衣緑色のジャンパー,下衣
長ズボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
小学生女児が買い物中,男から体を触られました。

652
2022年10
月30日(日)

午前2時頃
鹿児島市新屋敷町武之橋
北口交差点近く

敷地内

40～50歳代位,身長170㎝位,
中肉,黒色短髪,上衣灰色系の
長袖Tシャツ,下衣灰色系の長
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,下腹部を触っている男を目撃
しました。

653
2022年10
月30日(日)

午後10時頃 鹿児島市東開町 店舗内

40歳代位,身長170～180㎝位,
やせ型,黒髪のパーマ,上衣黒
色の長袖シャツ,下衣黒色の
長ズボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
小学生女児が買い物中,男に体を触られました。

654 - - - - -

《警察官等を名乗る不審電話にご注意ください》
県内で,警察官や郵便局員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事案が複数件発生していま
す。
キャッシュカードを準備させた上で,騙し取ったり,窃取する事案
に発展するおそれがあります。
【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｣｢通帳｣｢口座番号｣｢暗証番号｣な
どの話が出たら詐欺を疑って！
★家族や身近な人たちに必ず知らせてください！

655
2022年10
月29日(土)

午前9時50分頃 いちき串木野市東塩田町 店舗前

60歳代位,身長160㎝位,小肥
り,白髪,上衣黒色の半袖Tシャ
ツ着用

《いちき串木野市で不審者事案》
小学生女児が,男から,ぬいぐるみや腕時計を手渡されました。
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656
2022年10
月30日(日)

午後5時20分頃
霧島市国分名波町24番付
近

路上

40～50歳代位,身長170㎝位,
やせ型,黒髪,白色のお面,赤色
のつなぎを着用

《霧島市で不審者事案》
小学生男児が通行中,白いお面を付けた男に｢大丈夫だか
ら。｣と声を掛けられ,手を掴まれました。

657 - - - - -

《不審なメールや電話にご注意ください》
県内で,NTTファイナンス株式会社等を騙る未納料金に関する
不審なメール,老人ホームの入居権譲渡等にかかる不審な電
話に関する相談が複数寄せられています。
うそ電話詐欺の被害に発展するおそれがありますので，ご注
意ください。
【注意点】
★電話で個人情報を聞かれたり,心当たりのないお金の話は
詐欺を疑って,すぐに電話を切ってください。
★お金に関するメールや電話に対しては,一人で判断せず,手
続きする前に相談を！
メールに記載された連絡先に連絡をしてはいけません。
★うそ電話詐欺に関する情報は,家族や身近な人たちにも必
ず知らせてください！

658
2022年10
月31日(月)

午後3時20分頃
鹿児島市紫原2丁目13番付
近

路上

40歳代位,小肥り,黒色短髪,上
衣白色系の長袖着用,銀色の
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｢冬休みはいつから
ね。｣などと声を掛けられました。

659

2022年10
月16日(日)
2022年10
月29日(土)

- - - -

《いちき串木野市における声掛け・不審者事案の解決》
10/16(日)と10/29(土)に,いちき串木野市東塩田町で,男が小
学生にぬいぐるみ等を手渡した事案は,行為者が判明し,解決
しました。御協力ありがどうございました。

660
2022年11
月2日(水)

午前7時50分頃
鹿児島市黒神町　塩屋ヶ元
地区

路上

70歳代位,身長165㎝位,やせ
型,白髪,作業服上下着用,白
色の自動車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が通行中,男に手招きをされ,つきまとわれました。

661
2022年11
月2日(水)

午後4時頃
霧島市国分清水2丁目2番
付近

路上

60歳代位,身長165㎝位,中肉,
黒色短髪,上衣白色の長袖
シャツ,下衣白色の長ズボン着
用

《霧島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,男から肩を掴まれ「お菓子をあげるから
来て。」などと声を掛けられました。

662
2022年11
月2日(水)

午前10時30分頃 指宿市新西方　鳥山地区 路上

40歳代位,身長175㎝位,小肥
り,黒色短髪,上衣紫色の半袖
Tシャツ,下衣紺色の半ズボン
着用

《指宿市でつきまとい事案》
女子高校生が通行中,男からスマートフォンを向けられ,つきま
とわれました。

663
2022年11
月4日(金)

- - - -

《阿久根市で行方不明事案》
【年齢,性別】82歳,女性
【身体特徴】身長150㎝位,やせ型,茶色交じりの黒髪短髪,黒色
と茶色の長袖上衣,黒色系ズボン
【行方不明の状況】行方不明者は,令和4年11月4日午後1時
頃,阿久根市鶴川内の自宅で目撃されたのを最後に行方不明
となっています。

664
2022年11
月4日(金)

- - - -

《阿久根市における行方不明事案について》
令和4年11月5日に県警あんしんメールでお知らせした82歳女
性は,発見されました。御協力ありがとうございました。

665
2022年11
月5日(土)

午前9時10分頃
鹿児島市荒田1丁目48番付
近

路上

40歳代位,身長170㎝位,小肥
り,黒色短髪,上衣青色のTシャ
ツ,下衣黒色のズボン着用,自
転車使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
小学生女児が通行中,自転車に乗った男が下半身を露出して
いるのを目撃しました。

666
2022年11
月4日(金)

午後3時30分頃
姶良市西餠田　宮島北交差
点付近

路上

20歳代位,身長165㎝位,中肉,
黒色短髪,上衣灰色の長袖ト
レーナー,下衣白色系のズボ
ン着用

《姶良市でつきまとい事案》
小学生女児が複数で下校中,男にしつこくつきまとわれまし
た。

667
2022年11
月4日(金)

午後4時20分頃
南九州市知覧町塩屋　松山
地区

路上

50歳代位,短髪,上衣ベージュ
色のベスト着用,シルバー色
の自動車使用

《南九州市で不審者事案》
小学生女児が下校中,車の助手席から降りてきた女に肩をつ
かまれました。

668
2022年11
月4日(金)

午後5時10分頃
鹿児島市城山1丁目28番付
近

路上

30歳代位,黒髪で一つに束ね
ている,上衣長袖着用,灰色の
自動車使用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児が通行中,車の助手席に乗った女からスマートフォ
ンを向けられました。
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669
2022年11
月7日(月)

午前8時40分頃 鹿児島市松陽台町 路上

30歳代位,身長165㎝位,中肉,
黒髪,上衣黒色に白色の斑模
様のシャツ,下衣黒色の長ズ
ボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が通行中,スマートフォンを持った男からしつこくつきまと
われました。

670
2022年11
月7日(月)

午後5時20分頃
鹿児島市伊敷4丁目10番付
近

路上

年齢等不明,やせ型,ヘルメッ
ト,上衣長袖着用,スクータータ
イプのバイク使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,バイクに乗った男から「バイクに乗って
いく。」などと声を掛けられました。

671
2022年11
月7日(月)

午後5時40分頃
鹿児島市新屋敷町24番付
近

路上

30歳代位,身長170㎝位,黒色
短髪,上衣黄色の長袖シャツ,
下衣ベージュ色の長ズボン着
用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,男から「名前は。」などと声を掛けられま
した。

672
2022年11
月7日(月)

午後8時40分頃
鹿児島市桜ケ丘6丁目　桜
ケ丘六丁目交差点付近

路上

40～50歳代位,身長170㎝位,
小肥り,黒色短髪,女性用の下
着（ブラジャー,パンツ）着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が通行中,下着姿の男を目撃しました。

673
2022年11
月7日(月)

午後9時40分頃 鹿児島市清和4丁目 路上

40～50歳代位,身長170㎝位,
小肥り,黒色短髪,上衣女性用
の下着（ブラジャー）着用

《鹿児島市で公然わいせつ》
女子高校生が通行中,下半身を露出している男から卑わいな
言葉を掛けられました。

674
2022年11
月7日(月)

午後9時頃
鹿児島市谷山中央2丁目
駅付近

路上

40～50歳代位,身長170㎝位,
小肥り,上衣白色のビキニか
女性用下着（ブラジャー）,下
衣パンツ着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が通行中,下着姿の男を目撃しました。

675
2022年11
月7日(月)

午後9時20分頃
鹿児島市谷山中央2丁目
国道225号線付近

路上

40～50歳代位,身長170㎝位,
小肥り,黒縁眼鏡,上衣黒色の
ブラジャー,下衣パンツ着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が通行中,下着姿の男から卑わいな言葉を掛けら
れました。

676
2022年11
月8日(火)

午後3時40分頃
いちき串木野市恵比須町
さのさ通り付近

路上

60～70歳代位,身長160㎝位,
中肉,オレンジ色のキャップ,銀
縁眼鏡,上衣灰色の長袖,下衣
灰色の長ズボン着用

《いちき串木野市で声掛け事案》
小学生男女が複数で下校中,男から｢おんぶして。」などと声を
掛けられました。

677
2022年11
月8日(火)

午前7時20分頃 指宿市山川金生町 路上

30歳代位,身長165㎝位,やせ
型,灰色の帽子,黒色のサング
ラス,上衣黒色の服,下衣黒色
の長ズボン着用

《指宿市で声掛け事案》
小学生男児が登校中,男から｢学校はどこ。｣などと声を掛けら
れ,スマートフォンで写真を撮られました。

678
2022年11
月8日(火)

午後3時40分頃
指宿市西方　大園原地区国
道226号線沿い

路上

40歳代位,身長175㎝位,やせ
型,茶色短髪,上衣黒色の長袖
Tシャツ,下衣黒色の長ズボン
着用,黒色系の自転車使用

《指宿市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,自転車に乗った男から内容は不明なる
も声を掛けられました。

679
2022年11
月9日（水）

午前7時20分頃
鹿児島市内を走行中のバ
ス内

バス内

10歳代位,長めの黒髪,上衣白
色のカッターシャツ,下衣黒色
のスラックス着用

《鹿児島市でちかん事案》
女子生徒が,男から体を触られました。

680
2022年11
月9日（水）

午後5時40分頃
鹿児島市宇宿1丁目6番付
近

路上

年齢等不明,中肉,白色のヘル
メット,上衣灰色のパーカー着
用,バイク使用

《鹿児島市でちかん事案》
女子中学生が通行中,バイクに乗った男から身体を触られまし
た。

681
2022年11
月11日
(金）

午前零時50分頃
鹿児島市谷山中央1丁目
谷山サザンホール入口交
差点付近

路上

30歳代位,身長170㎝位,小肥
り,黒色短髪,女性用の下着（ブ
ラジャー,パンツ）着用,黒色の
自動車使用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が通行中,下着姿の男から卑わいな言葉を掛けられ,つき
まとわれました。

682
2022年11
月11日
(金）

午前7時50分頃
指宿市湯の浜5丁目9番付
近

路上

年齢等不明,白色の自動車使
用

《指宿市で不審者事案》
小学生男児が登校中,車に乗った不審者から手招きされまし
た。

683
2022年11
月10日(木)

午後7時頃 鹿児島市坂元町43番付近 路上

20歳代位,身長180㎝位,やせ
型,黒髪,上衣黒系のジャケッ
ト,下衣黒系のスラックス着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が下校中,男から道を聞かれました。
(※男に意味不明の言動あり)

684
2022年11
月12日(土)

午前7時10分頃 鹿児島市樋之口町3番付近 路上

30～40歳代位,身長175㎝位,
やせ型,黒色の長髪,帽子,上
衣オレンジ色の長袖,下衣黒
色の長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
男子中学生が複数で登校中,男に鞄を掴まれそうになりまし
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４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。）

685
2022年11
月11日(金)

午後9時30分頃
霧島市国分中央1丁目25番
付近

路上

年齢不明,身長170㎝位,中肉,
黒色短髪,上衣黒色系の服,下
衣黒色系の長ズボン着用

《霧島市で不審者事案》
女性が通行中,男から落とし物をしたことを告げられ,立ち止
まったところ,腕を掴まれました。

686
2022年11
月12日(土)

午前9時50分頃
鹿児島市田上5丁目34番付
近

路上

70歳代位,身長160㎝位,中肉,
白髪交じりの短髪,上衣灰色
の長袖ジャンパー,下衣灰色
の長ズボン着用

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

687
2022年11
月11日(金)

午後5時50分頃
熊毛郡屋久島町小島　県道
78号線沿い

路上

50歳代位,中肉,灰色の自動車
使用

《屋久島町で声掛け事案》
女子中学生が下校中,車に乗った男から「乗る？」などと声を
掛けられました。

688
2022年11
月13日(日)

午後4時30分頃 奄美市名瀬平松町 路上

60～70歳代位,身長150～160
㎝位,中肉,白色短髪,四角レン
ズの眼鏡,上衣青色と白色の
チェックのシャツ,下衣ベー
ジュ色の長ズボン着用

《奄美市で声掛け事案》
女子中学生と小学生女児が複数で遊戯中,男から「何年生,か
わいいね。」などと声を掛けられました。

689
2022年11
月14日(月)

午後3時頃 薩摩川内市港町　京泊地区 路上

70歳代位,身長160㎝位,中肉,
白髪,帽子,四角レンズの眼鏡,
上衣白色の長袖シャツ,下衣
灰色の長ズボン着用,灰色の
自転車使用

《薩摩川内市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,自転車に乗った男から「ジュース買って
あげるからおいで。」と声を掛けられました。

690
2022年11
月14日(月)

午後6時30分頃
指宿市山川大山　県道241
号線付近

住宅

年齢・性別等不明 《指宿市でのぞき事案》
女性が脱衣所にいたところ,窓からビデオカメラのレンズを向
けられていることに気付きました。

691
2022年11
月14日(月)

午後3時20分頃
霧島市溝辺町麓　国道504
号線沿い

路上

【男の特徴】30歳代位,身長
175㎝位,やせ型,黒色短髪,円
形レンズのサングラス,灰色の
帽子,上下黒色の服着用
【女の特徴】30歳代位,身長
160㎝位,やせ型,黒髪,灰色の
帽子,上衣黒色のジャンパー,
下衣黒色の長ズボン着用

《霧島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,男と女が近づいてきて「乗っていく。」と
声を掛けられ,腕を掴まれました。

692
2022年11
月10日(木)

午前8時頃
鹿児島市内を走行中の市
電内

市電内

40歳代位,身長165～170㎝位,
中肉,黒色短髪,上衣黒色の長
袖パーカー,下衣黒色の長ズ
ボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が複数で市電に乗車中,男からスマートフォンを向
けられました。

693
2022年11
月12日(土)

午前11時50分頃
霧島市霧島田口　東多羅地
区県道60号線付近

路上

40歳代後半位,茶髪,白色系の
自動車使用

《霧島市で不審者事案》
小学生女児が複数で下校中,車の助手席に乗った女からス
マートフォンを向けられました。

694
2022年11
月15日(火)

午後4時頃
鹿児島市上谷口町　前田地
区

路上

40歳代位,身長160㎝位,中肉,
黒色短髪,黒色のサングラス,
上衣黒色のパーカー,下衣黒
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「おうちはどこ。」などと声を掛け
られました。

695
2022年11
月15日(火)

午後4時20分頃
鹿児島市星ケ峯1丁目13番
付近

路上

70歳代位,身長165～170㎝位,
やせ型,白色短髪,青色の帽
子,上下黒色のジャージ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,男から「邪魔だ。」などと暴言を吐かれ,
足を蹴られました。

696
2022年11
月15日(火)

午後6時10分頃
鹿児島市上之園町の建物
敷地内

敷地内

20～30歳代位,身長175㎝位,
中肉,黒縁眼鏡,上衣水色のス
トライプシャツ,下衣紺色系の
長ズボン着用

《鹿児島市で盗撮容疑事案》
女性が，男からスカートの中にスマートフォンを差し入れられ
ました。

697
2022年10
月30日(日)

- - - -

《霧島市における不審者事案の解決》
10／30(日)に,霧島市国分名波町24番付近の路上で,小学生
男児が白いお面を付けた男に声を掛けられた事案について
は,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。

698
2022年11
月16日(水)

午前7時20分頃 鹿児島市山下町9番付近 路上

60歳代位,身長155㎝位,小肥
り,茶色の帽子,上衣緑色の
セーター,下衣黒色の長ズボ
ン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が複数で登校中,男から「久しぶり。」などと声を掛
けられました。

699
2022年11
月16日(水)

午後5時10分頃
鹿児島市伊敷台6丁目5番
付近

路上

20歳代位,身長175㎝位,やせ
型,短髪,上衣黒色の半袖T
シャツ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が通行中,男から「おうちはどこ。」などと声を掛け
られました。
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700
2022年11
月16日(水)

午後4時30分頃
鹿児島市下荒田4丁目　国
道225号線付近

路上

30～40歳代位,小肥り,黒色短
髪,上衣暗い色の作業服着用,
白色系の自動車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が通行中,車に乗った男からしつこくつきまとわれました。

701
2022年11
月16日(水)

午後5時40分頃
鹿児島市谷山中央1丁目
清見橋南交差点付近

路上

30歳代位,身長170㎝位,やせ
型,黒髪,上衣青色系のワイ
シャツ,下衣黒色のスラックス
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。

702
2022年11
月17日(木)

午後2時20分頃
鹿児島市星ケ峯3丁目19番
付近

路上

70歳代位,身長165㎝位,やせ
型,白色短髪,つば付きの帽子,
上衣長袖Tシャツ,下衣ス
ウェットズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が下校中,男から「どこに帰るの。」などと声を掛け
られ,つきまとわれました。

703
2022年11
月17日(木)

午後4時10分頃
霧島市隼人町住吉　新川地
区

路上

30～40歳代位,身長170㎝位,
やせ型,白色短髪,帽子,上下
青色ジャージ着用

《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。

704
2022年11
月17日(木)

午後6時30分頃
志布志市志布志町安楽　大
迫地区

路上

年齢不明,身長170㎝位,中肉,
黒色の帽子,上衣黒色のジャ
ンパー着用

《志布志市でのぞき事案》
家人が在宅中,家屋内をのぞく不審者に気づきました。

705
2022年11
月18日(金)

午後5時30分頃
鹿児島市内を走行中の列
車内

列車内

50歳代位,身長170㎝位,短髪,
眼鏡着用

《鹿児島市でちかん事案》
女子高校生が乗車中,男から体を触られました。

706
2022年11
月16日(水)

午後4時30分頃 鹿屋市笠之原町43番付近 路上

50～60歳代位,身長160㎝位,
中肉,水色と白色のニット帽,上
衣ジャンパー,下衣長ズボン着
用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生女児が通行中,男から「何年生。」などと声を掛けられ,
カバンを掴まれそうになりました。

707
2022年11
月18日(金)

午後5時頃
霧島市隼人町見次　県道
473号線付近

路上

30歳代位,小肥り,上衣黒色系
のシャツ着用,赤色系の自動
車使用

《霧島市で声掛け事案》
女子高校生が下校中,車に乗った男から「何歳。」などと声を掛
けられました。

708
2022年11
月20日(日)

午前8時50分頃
鹿児島市薬師1丁目22番付
近

路上

50歳代位,身長170㎝位,小肥
り,黒色坊主頭,眼鏡,上衣灰色
のパーカー,白色と茶色の
チェック柄シャツ,下衣紺色の
長ズボン着用

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

709
2022年11
月20日(日)

午後1時50分頃
鹿児島市東千石町から中
央町まで

路上

20～30歳代位,身長170㎝位,
中肉,黒色短髪,眼鏡,上衣水
色のジャケット,白色のイン
ナー着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が買い物をして店舗を出た後,男からつきまとわれまし
た。

710
2022年11
月20日(日)

午後5時10分頃
奄美市名瀬長浜町25番付
近

路上

50歳代位,身長175㎝位,中肉,
茶髪,黒縁眼鏡,上衣青色の半
袖Tシャツ,黒色の長袖イン
ナー,下衣白色系の作業ズボ
ン着用,銀色系の自転車使用

《奄美市で声掛け事案》
女子中学生が通行中,男から「話を聞いてほしい。」などと声を
掛けられました。

711
2022年11
月21日(月)

午前7時20分頃
薩摩川内市中郷町　鶴峯地
区

路上

20～30歳代位,身長170㎝位,
中肉,茶色か金色の短髪,上衣
黒色のトレーナー,下衣水色
の長ズボン着用

《薩摩川内市で声掛け事案》
小学生女児が登校中,男からつきまとわれ,「どこか連れて行っ
てあげようか。」などと声を掛けられました。

712
2022年11
月21日(月)

午後3時30分頃
指宿市池田　県道28号線沿
い

路上

30～40歳代位,サングラス着
用,白色系の自動車使用

《指宿市で声掛け事案》
小学生男児が帰宅中,車に乗った男から「乗る。」と声を掛けら
れました。

713
2022年11
月21日(月)

午後7時頃
鹿児島市内を走行中の列
車内

列車内

60歳代位,身長160㎝位,小肥
り,白髪交じりの長髪,ピンク色
のサングラス,上衣ピンク色の
長袖Tシャツの上にピンク色
の半袖Tシャツ,下衣ピンク色
の短パン着用

《列車内で不審者事案》
女子高校生が複数で乗車中,男からタブレットを向けられまし
た。

714
2022年11
月22日(火)

午後2時頃
曽於市財部町下財部　沢田
地区県道108号線

路上

40～50歳代位,身長170㎝位,
中肉,黒色ボブヘアー,上衣紫
色のコート着用

《曽於市で不審者事案》
女子中学生が下校中,上半身をあらわにした男を目撃しまし
た。

715
2022年11
月23日(水)

午前11時40分頃
姶良市蒲生町上久徳　別府
川(後田川とも呼ばれる)沿
い

路上

50～60歳代位,身長170㎝位,
中肉,黒色短髪,上衣紺色の
ジャンパー,下衣灰色のズボン
着用

《姶良市で公然わいせつ事案》
小学生女児が複数で遊戯中,下半身を露出している男を目撃
しました。
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716
2022年11
月24日(木)

午後3時30分頃
いちき串木野市恵比須町
さのさ通り付近

路上

70歳代位,身長160㎝位,中肉,
黒色のキャップ,黒縁眼鏡,上
衣青色のジャンパー,下衣黒
色のズボン着用

《いちき串木野市で声掛け,つきまとい事案》
小学生男児が複数で下校中,男から「家はどこ,おんぶして。」
などと声を掛けられ,つきまとわれました。

717
2022年11
月24日(木)

午後3時30分頃
鹿児島市下田町　手ノ平迫
地区

路上

20歳代位,やせ型,黒色短髪,
上衣黒色の半袖Tシャツ,下衣
黒色の長ズボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
小学生女児が通行中,下半身を露出した男から意味不明な言
葉を掛けられました。

718
2022年11
月24日(木)

午後3時30分頃 姶良市平松　上水流地区 路上

40歳代位,中肉,黒色短髪,黒
色のサングラス,上衣黒色系
の服を着用,黒色の自動車使
用

《姶良市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,車に乗った男から「こっち来い。」などと
声を掛けられました。

719
2022年11
月24日(木)

午後5時50分頃
鹿児島市光山1丁目7番付
近

路上

30～40歳代位,小肥り,短髪,白
色系の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,車に乗った男から「ちょっといいかな。」
などと声を掛けられ,つきまとわれました。

720
2022年11
月24日(木)

午後8時40分頃 鹿児島市喜入町　麓地区 路上

20歳代位,身長160㎝位,やせ
型,黒色短髪,上衣白色の長袖
シャツ,下衣黒色のズボン着用

《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。

721
2022年11
月25日(金)

午後4時40分頃
鹿児島市宇宿1丁目19番付
近

路上

50～60歳代位,小肥り,スキン
ヘッド,上下薄茶色の服（つな
ぎ）着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が複数で通行中,男から「こっちにおいで。」などと
声を掛けられ,追いかけられました。

722
2022年11
月25日(金)

午後5時10分頃
日置市伊集院町妙円寺3丁
目　県道304号線付近

路上

40歳代位,中肉,黒色の帽子着
用,灰色系の自動車使用

《日置市で不審者事案》
小学生女児が複数で下校中,車に乗った男からスマートフォン
を向けられました。

723
2022年11
月26日(土)

午後3時頃
鹿屋市祓川町の東田橋付
近の敷地内

敷地内

30～40歳代位,身長170㎝位,
小肥り,黒色短髪,上衣灰色の
トレーナー,下衣緑色の長ズボ
ン着用,白色の自動車使用

《鹿屋市公然わいせつ事案》
小学生男児が複数で遊戯中,下半身で露出した男を目撃しま
した。

724
2022年11
月26日(土)

午後6時頃
日置市伊集院町徳重3丁目
樋脇橋付近

路上

20～30歳代位,小肥り,短髪,上
衣白色長袖シャツ着用,灰色
系のセダンタイプの自動車使
用

《日置市で公然わいせつ事案》
女子中学生が通行中,車の中で下半身を露出している男を目
撃しました。

725
2022年11
月26日(土)

午後11時50分頃
鹿児島市荒田2丁目14番付
近

路上

性別等不明,スクータータイプ
のバイク使用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中,バイクに乗った不審者から体を触られました。

726
2022年11
月26日(土)

午後11時20分頃 鹿児島市玉里団地1丁目 住宅

性別を含め不明 《鹿児島市で不審者事案》
女性が脱衣所にいたところ,窓の方から携帯電話の録画音が
聞こえました。

727
2022年11
月28日(月)

午前7時20分頃
鹿児島市武岡6丁目7番付
近

路上

50歳代位,身長160㎝位,小肥
り,黒色短髪,黒縁眼鏡,上下緑
色のスウェット着用,自転車使
用

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

728
2022年11
月28日(月)

午後4時40分頃
指宿市開聞十町　東開聞地
区国道226号線沿い

路上

30歳代位,身長170㎝位,やせ
型,黒色短髪,上衣ベージュ色
のジャンパー着用,黒色の自
動車使用

《指宿市でつきまとい事案》
小学生男女が通行中,車に乗った男からつきまとわれ, 文言不
明なるも声を掛けられました。

729
2022年11
月28日(月)

午後7時30分頃
姶良市加治木町反土　吉原
地区

店舗内

20～30歳代位,身長165㎝位,
中肉,黒色長髪,眼鏡,上衣黒
色のジャンパー,下衣黒色の
スラックス着用,白色の自動車
使用

《姶良市で不審者事案》
女子高校生が買い物中,男からスマートフォンを向けられまし
た。

730
2022年11
月28日(月)

午後2時頃
伊佐市大口里　諏訪馬場地
区

路上

60～70歳代位,身長160～170
㎝位,小肥り,黒色の帽子,上衣
黒色のジャンパー,下衣黒色
のズボン着用

《伊佐市で不審者事案》
小学生女児が複数で通行中,男が無言で女児一人に向かって
手を伸ばしてきました。

731
2022年11
月28日(月)

午後4時頃
大島郡知名町大字下平川
県道622号線沿い

路上

70歳代位,短髪,灰色系の自動
車使用

《知名町で不審者事案》
小学生男児が下校中,車に乗った男から手招きされました。
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732
2022年11
月29日(火)

午後1時30分頃 鹿児島市玉里町2番付近 路上

40～50歳代位,中肉,黒色短
髪,上衣灰色の長袖トレー
ナー,下衣ズボン着用,灰色系
の自転車使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が通行中,自転車に乗った男が下半身を露出して
いるのを目撃しました。

733
2022年11
月29日(火)

午後4時30分頃
伊佐市菱刈川北
猶原地区国道268号線沿い

路上

40～50歳代位,白髪交じりの
短髪,黒色系の自動車使用

《伊佐市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,車に乗った男から「家まで送っていこう
か。」などと声を掛けられました。

734
2022年12
月1日(木)

午前1時50分頃
鹿児島市坂之上3丁目22番
付近

路上

40～50歳代位,身長175㎝位,
やせ型,黒髪,上衣灰色系の長
袖,下衣黒色の半ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
男性が通行中,太もも付近をあらわにしている男を目撃しまし
た。

735
2022年11
月30日(水)

午後3時10分頃
鹿児島市小野4丁目　小野
日枝地区

路上

30歳代位,身長170～175㎝位,
中肉,黒色の帽子,上衣黒色の
長袖,下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「家まで送ろうか。」と声を掛けら
れました。

736
2022年11
月30日(水)

午後4時10分頃
大島郡宇検村大字湯湾　県
道79号線沿い

路上

30歳代位,サングラス,上衣長
袖Tシャツ着用,白色系の自動
車使用

《宇検村で声掛け事案》
小学生女児が下校中,車に乗った男から「家まで送ってあげよ
うか。」などと声を掛けられました。

737

2022年11
月8日(火)
2022年11
月24日
(木）

- - - -

《いちき串木野市における不審者事案の解決》
11/8(火)と11/24(木)に,いちき串木野市恵比須町で,男が小学
生に「おんぶして。」などと声を掛けた事案は,行為者が判明し,
解決しました。

738
2022年12
月3日(土)

午前7時30分頃
鹿児島市平川町　県道23号
線平川橋付近

路上

30歳代位,身長170㎝位,中肉,
黒色短髪,上衣黒色のジャ
ケット,下衣黒色の長ズボン着
用

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

739
2022年12
月2日(金)

午後4時40分頃
鹿児島市中央町　甲突川沿
い

路上

30～40歳代位,身長170㎝位,
中肉,黒色短髪,上衣黒色の
ジャケット,下衣黒色の長ズボ
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。

740
2022年12
月2日(金)

午後5時40分頃
出水郡長島町川床　小坂地
区県道47号線沿い

路上

性別等不明,灰色系の自動車
使用

《長島町でつきまとい事案》
女子中学生が通行中,車に乗った不審者からつきまとわれまし
た。

741
2022年12
月3日(土)

午後4時30分頃
鹿児島市西別府町　鹿児島
流通業務団地内

公園

30～40歳代位,身長180㎝位,
中肉,黒色短髪,上衣紺色の長
袖ウィンドブレーカー,下衣黒
色の長ズボン着用,スクーター
タイプのバイク使用

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

742
2022年12
月4日(日)

午後10時20分頃 鹿児島市真砂本町 路上

40歳代位,身長160～170㎝位,
小肥り,白髪交じりの短髪,水
色の帽子,丸形の眼鏡,上衣白
色の服着用,白色系の自動車
使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が通行中,車に乗った男から「近くの薬局はどこにありま
すか,車に乗って案内して。」などとしつこく声を掛けられまし
た。

743
2022年12
月5日(月)

午後10時頃
鹿児島市紫原6丁目53番付
近

敷地内

20～30歳代位,身長165㎝位,
やせ型,上衣黒色系のパー
カー,下衣黒色系の長ズボン
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。

744
2022年12
月6日(火)

午後5時30分頃 鹿児島市新屋敷町 公園

20～30歳代位,身長165㎝位,
やせ型,黒色おかっぱの髪型,
上衣黒色系のパーカー,下衣
デニムの長ズボン着用

《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。

745
2022年12
月6日(火)

午後4時頃
鹿児島市下荒田2丁目13番
付近

路上

40～50歳代位,中肉,チェック
柄のマフラー,上衣赤茶色系
の服着用,白色の自転車使用

《鹿児島市で声掛け,つきまとい事案》
小学生男児が下校中,自転車に乗った男から「どこの小学
校。」と声を掛けられ,つきまとわれました。

746
2022年12
月6日(火)

午後3時30分頃 鹿児島市武1丁目45番付近 路上

身長160㎝位,上衣緑色の服
着用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が通行中,女から携帯電話を向けられ,写真を撮ら
れました。

747
2022年12
月6日(火)

午後6時30分頃 霧島市国分湊　新地地区 路上

50歳代位,中肉,帽子,上衣黄
土色系のジャンパー着用,自
転車使用

《霧島市でつきまとい事案》
男子高校生が下校中,自転車に乗った男からしつこくつきまと
われました。
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748
2022年11
月18日(金)

- - - -

《霧島市における声掛け事案の解決》
11/18(金)に,霧島市隼人町見次 県道473号線付近の路上で,
女子高校生が声を掛けられた事案については,行為者が判明
し,解決しました。

749
2022年12
月7日(水)

午後4時30分頃
姶良市加治木町木田　春日
橋付近

路上

50～60歳代位,身長165㎝位,
中肉,黒色キャップ,黒色のサ
ングラス,上衣黒色の長袖ト
レーナー,下衣黒色の長ズボ
ン着用

《姶良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。

750
2022年12
月7日(水)

午後5時20分頃
鹿児島市内を走行中のバ
ス内

バス内

10歳代後半位,身長175㎝位,
やせ型,上衣黒色の服,下衣黒
色のズボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性がバスに乗車中,男に体を触られました。

751
2022年12
月8日(木)

午前7時40分頃 鹿児島市魚見町 路上

黒色のフルフェイス型ヘルメッ
ト,上衣茶色と黒色のストライ
プ柄長袖,下衣茶色と黒色の
ストライプ柄長ズボン着用,黒
色のオートバイ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が登校中,バイクに乗った男から「学校に送るから
乗らない。」などと声を掛けられました。

752
2022年12
月6日(火)

午後4時30分頃
南さつま市加世田村原5丁
目　村原橋付近

路上

50歳代位,小肥り,麦わら帽子,
上下黒色の服着用

《南さつま市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,男から「こっちにおいで。」と声を掛けら
れ,腕を掴まれました。

753
2022年12
月8日(木)

午後3時40分頃
出水市高尾野町下水流　東
水流地区

路上

60歳代位,白髪,白色の自動車
使用

《出水市で不審者事案》
小学生女児が下校中,車に乗った男から手を振られました。

754
2022年12
月8日(木)

午後4時頃
志布志市有明町野井倉　東
吉村地区

路上

40歳代位,中肉,上下灰色の作
業服着用

《志布志市で不審者事案》
小学生男児が下校中,男からスマーオフォンを向けられ,つきま
とわれました。

755
2022年12
月8日(木)

午後4時20分頃 鹿児島市宇宿5丁目 公園

身長160cm位,中肉,灰色の帽
子着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が遊戯中,男から「坂の方を見てきてほしい。」など
と声を掛けられました。

756
2022年12
月8日(木)

午後5時20分頃 鹿児島市高麗町9番付近 路上

20～30歳代位,身長160㎝位,
黒髪短髪,黒縁の眼鏡,上衣黒
色系の長袖,下衣黒色系の長
ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が通行中,下腹部付近を触っている男を目撃しました。

757
2022年12
月8日(木)

午後5時30分頃 鹿児島市高麗町6番付近 路上

20歳代位,身長160㎝位,黒髪
短髪,上衣紺色のフリース,下
衣紺色のジーパン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が通行中,下腹部付近を触っている男を目撃しました。

758
2022年12
月9日(金)

午後4時30分頃
霧島市隼人町見次　見次交
差点付近

路上

30～40歳代位,黒色帽子着用,
黒色系の自動車使用

《霧島市でつきまとい事案》
小学生男児が下校中,車に乗った男からしつこくつきまとわれ
ました。

759
2022年12
月10日(土)

午後10時10分頃 姶良市東餅田　上山地区 路上

30～40歳代位,身長160～170
㎝位,小肥り,上衣紺色か黒色
の半袖Tシャツ着用

《姶良市で公然わいせつ事案》
女性が通行中,下半身を露出した男を目撃しました。

760
2022年12
月11日(日)

午前1時10分頃
鹿児島市西千石町1番　市
電通り沿い

路上

40～50歳代位,身長170㎝位,
やせ型,上衣黒色のジャージ
着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が複数で通行中,下半身を露出した男を目撃しました。

761
2022年12
月10日(土)

午後零時頃
鹿児島市唐湊1丁目新川に
架かる久保橋付近

路上

50歳代位,身長175㎝位,小肥
り,黒色短髪,上衣緑色の長袖
シャツ,下衣青色のジーパン着
用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が複数で下校中,男から「はいチーズ。」と声を掛
けられ,スマートフォンを向けられました。

762
2022年12
月12日(月)

午後4時10分頃
鹿児島市小川町　国道10号
線沿い

敷地内

【男の特徴】年齢不明,身長
170㎝位,帽子,黒色サングラ
ス,上衣黒色かカーキ色の長
袖,下衣長ズボン着用
【女の特徴】20～30歳代位,身
長160㎝位,明るい髪色の長
髪,上衣ピンク色かオレンジ色
のトレーナー着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が男女からカメラを向けられました。
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763 10月頃 - 鹿児島県内 - -

《県内で警察官をかたる事案》
県内において,赤色灯,サイレンなどを使用し自家用車で一般
車両を呼び止め,警察官をかたるなどしていた事案がありまし
た。
警察で認知した事案は解決しましたが,また同じような事案が
発生することも考えられますので注意してください。
★車の種類,服装,不審な言動など,違和感を感じた場合は迷
わず警察へ通報してください。

764
2022年12
月8日(木)

午後4時30分頃
指宿市山川成川　井手地区
国道226号線沿い

路上

年齢不明,身長175～180㎝位,
やせ型,黒色の帽子,黒色のサ
ングラス,上衣黒色のジャン
パー,下衣黒色の長ズボン着
用

《指宿市でつきまとい事案》
小学生女児が複数で下校中,男からつきまとわれました。

765
2022年12
月9日(金)

午後３時10分頃
鹿児島市持木町　国道224
号線沿い

路上

40歳代位,身長185㎝位,中肉,
黒色短髪,上衣黒色のジャン
パー,下衣水色のジャージ着
用,黒系の自動車使用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男女が複数で下校中,自転車乗りの男からカメラを向け
られました。

766
2022年12
月9日(金)

午後3時10分頃
鹿児島市宇宿4丁目38番付
近

路上

40～50歳代位,身長170㎝位,
黒色短髪,上衣黒色系の長袖,
下衣ジーパン様の長ズボン着
用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「おうちどこ。」と声を掛けられま
した。

767
2022年12
月9日(金)

午後4時30分頃 鹿児島市吉野町　実方地区 路上

20歳代後半位,身長170㎝位,
やせ型,上衣黒色の長袖パー
カー,下衣黒色の長ズボン着
用

《鹿児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。

768
2022年12
月12日(月)

午後5時頃
鹿児島市田上2丁目14番付
近

路上

50～60歳代位,身長150～155
㎝位,中肉,白色短髪,緑色の
帽子,上衣ベージュ色のジャン
パー,下衣長ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が帰宅中,男から「お金をあげるからおいで。」など
と声を掛けられました。

769
2022年12
月12日(月)

午後5時20分頃 霧島市溝辺町麓　陵南地区 路上

50歳代位,身長165㎝位,白髪,
黒色のキャップ,黒色の四角
型サングラス,上衣黒色のジャ
ンパー,青色のシャツ,下衣黒
色の長ズボン着用

《霧島市でつきまとい事案》
男子中学生が複数で下校中,男からしつこくつきまとわれまし
た。

770
2022年12
月14日(水)

午後4時頃
南さつま市加世田武田　屋
地地区

路上

60～70歳代位,白色の自動車
使用

《南さつま市でつきまとい事案》
小学生女児が複数で下校中,車に乗った男から手を振られ,つ
きまとわれました。

771
2022年12
月14日(水)

午後4時30分頃
鹿児島市中山町　真方地区
県道210号線沿い

路上

20～30歳代位,身長180㎝位,
やせ型,茶色長髪,上衣白色の
シャツ,赤色のネクタイ,黒色の
スーツ,下衣黒色の長ズボン
着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「道を教えてほしい」などと声を掛
けられ,スマートフォンを向けられた後,背中付近を触られまし
た。

772
2022年12
月13日(火)

午後2時10分頃
鹿児島市下福元町　国道
225号線向原交差点付近

路上

年齢等不明,黒色ニット帽,黒
色サングラス着用,自動車使
用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児が下校中,車の助手席に乗った男から暴言を吐か
れました。

773
2022年12
月15日(木)

午前7時40分頃
志布志市志布志町志布志
東清水地区

路上

60～70歳代位,身長170～175
㎝位,やせ型,紺色の帽子,上
衣緑色のジャンパー,下衣
ジーパン着用

《志布志市で公然わいせつ事案》
女子中学生が登校中,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

774
2022年12
月15日(木)

午後3時30分頃
鹿児島市武岡6丁目2番付
近

路上

【男Aの特徴】30～40歳代位,
小肥り,黒色短髪,黒色サング
ラス,上衣茶色系のパーカー
着用,黒色系の自動車使用
【男Bの特徴】30～40歳代位,
やせ型,黒色のサングラス,上
衣黒色系の服着用,黒色系の
自動車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が複数で下校中,それぞれ男が乗った車2台からし
つこくつきまとわれました。

775
2022年12
月15日(木)

午後6時20分頃
鹿児島市中央町　高見橋電
停交差点付近

路上

20歳代後半位,身長175㎝位,
やせ型,黒色短髪,上衣白色の
ジャンパー(袖に赤色の線入
り)着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が通行中,男から「待て。」と言われ,進行方向をさ
えぎられました。

776
2022年12
月15日(木)

午後6時30分頃 鹿児島市荒田２丁目 路上

20～30歳代位,身長160～170
㎝位,小肥り,黒色短髪,上衣青
色の長袖セーター,下衣ベー
ジュ色の長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
男子中学生が通行中,男から暴言を吐かれました。

777
2022年12
月15日(木)

午前7時30分頃 鹿児島市中山町　大園地区 路上

年齢等不明,やせ型,ネクタイ
を着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が登校中,男から「学校まで送ろうか。」と声を掛け
られました。
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778
2022年12
月16日(金)

午前8時10分頃 伊佐市大口里　東戸切地区 路上

50歳代位,中肉,白髪交じりの
黒髪ショートカット,白色系の自
動車使用

《伊佐市で声掛け事案》
小学生女児が登校中,車に乗った女から「送っていくよ。」など
と声を掛けられました。

779
2022年12
月13日(火)

午前10時頃 鹿屋市新生町 住宅

40歳代位,身長170㎝位,中肉,
黒色短髪,上衣灰色の服,下衣
灰色のズボン着用

《鹿屋市でのぞき事案》
家人が在宅中,窓から室内をのぞいている男に気付きました。

780
2022年12
月16日(金)

午前7時頃 姶良市松原町3丁目 路上

30歳代位,身長180㎝位,小肥
り,短髪,黒色の帽子,上衣黒色
の服,下衣ジーパン着用

《姶良市で声掛け事案》
小学生女児が登校中,男から,「お名前,何。」と声を掛けられ,腕
を掴まれました。

781
2022年12
月16日(金)

午後8時10分頃
鹿児島市東谷山3丁目18番
付近

路上

身長180㎝位,やせ型,下衣黒
地にオレンジ色のライン入り
ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が通行中,つきまとってきた男がズボンを下ろそう
とするのを目撃しました。

782
2022年12
月19日(月)

午後3時50分頃
薩摩郡さつま町宮之城屋地
八幡馬場地区

店舗内

30～40歳代位,身長170～175
㎝位,小肥り,黒色短髪,黒縁眼
鏡,上衣白色の長袖Tシャツ
(袖が緑色)着用

《さつま町で不審者事案》
女子中学生が複数で店舗内にいたところ,男にスマートフォン
を向けられました。

783
2022年12
月20日(火)

午後2時50分頃
鹿児島市城山2丁目8番付
近

路上

40歳代位,身長175㎝位,中肉,
上衣黒色の服,下衣黒色の服
着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が複数で下校中,男からスマートフォンを向けられ,
「スリー,ツー,ワン。」と声を掛けられました。

784
2022年12
月20日(火)

午後4時30分頃 指宿市西方　大当地区 路上

50～60歳代位,小肥り,白髪交
じりの坊主頭,赤色系の自動
車使用

《指宿市で声掛け事案》
小学生女児が複数で下校中,車に乗った男から「こっちにおい
で。」などと声を掛けられました。

785
2022年12
月21日(水)

午後4時30分頃
鹿児島市城山2丁目8番付
近

路上

30～40歳代位,身長160～170
㎝位,中肉,黒色短髪,

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が通行中,男から内容は不明なるも声を掛けられ
ました。

786
2022年12
月21日(水)

午後3時20分頃 姶良市平松　竪野地区 路上

30～40歳代位,身長180㎝位,
黄色の帽子,黒色のサングラ
ス,上衣黒色の長袖,下衣黒色
のズボン着用

《姶良市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,男から「家はどこなの。」などと声を掛け
られました。

787 - - - - -

《◆冬休み期間中の注意情報◆》
県内のほとんどの小・中学校では,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,
次の点についてご指導をお願いします。
●外出するときは,家族に「何時まで,どこで,誰と,何をするの
か」などを知らせる。
●できる限り,複数人で行動する。
●防犯ブザーをいつも携帯する。
●明るいうちに帰宅する。
●不審者に遭遇したら,『いかのおすし』を実行する。
★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。

788
2022年12
月21日(水)

午後4時20分
霧島市国分福島2丁目12番
付近

路上

60～80歳代位,身長140㎝位,
中肉,帽子,上衣茶色系の長袖
シャツ,下衣黒色系の長ズボン
着用

《霧島市でつきまとい事案》
小学生男児が通行中,女からしつこくつきまとわれました。

789
2022年12
月24日(土)

午後10時40分頃
鹿児島市宇宿1丁目54番付
近

路上

20～30歳代位,身長160㎝位,
中肉,短髪,細いフレームの眼
鏡着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が通行中,男に体を触られました。

790
2022年12
月26日(月)

午後5時10分頃
鹿児島市錦江台1丁目70番
付近

路上

40～50歳代位,中肉,黒色短
髪,レンズが茶色の眼鏡,上衣
水色系の作業着着用,白色系
の自動車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生男女が遊戯中,車に乗った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４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。）

791 - - - - -

《うそ電話詐欺の被害が昨年より大幅に増加！》
県内の11月末までの被害額は5,000万円を超えています。
・実在する会社を名乗る未払い金請求
・高額当選に伴う手数料等の請求
・パソコンの有料サイト登録料やセキュリティ対策費用の請求
などの架空料金請求詐欺のほか,還付金詐欺,キャッシュカー
ドを準備させて盗む詐欺が増加しています。
【注意点】
★｢コンビニ・電子マネー｣｢還付金・ATM｣｢口座｣｢キャッシュ
カード｣｢暗証番号｣など電話やメールでお金にからむ話がでた
ら詐欺を疑い,手続きをする前に相談を！
★年末年始,家族が集まる機会に｢うそ電話詐欺｣を話題にし
て被害に遭わないようにしましょう。

792
2022年12
月27日(火)

午後零時30分頃
霧島市隼人町見次　県道
471号線沿い

店舗内

60歳代位,身長170㎝位,小肥
り,茶色系のキャップ,上衣茶色
系の長袖ジャンパー,下衣黒
色と茶色の長ズボン着用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児が複数で店舗内にいたところ，男から「車に乗らな
いか。」などと声を掛けられました。

793
2022年12
月29日(木)

午後3時50分頃 鹿屋市川西町 公園

30歳代位,身長170㎝位,小肥
り,黒色短髪,上衣黒色系の
ジャンパー,下衣黒色系の
ジーパン着用

《鹿屋市で公然わいせつ事案》
小学生男児が複数で遊戯中,下半身を露出した男を目撃しま
した。

794
2022年12
月30日(金)

午後4時頃
鹿児島市上荒田町32番付
近

路上

40歳代位,短髪,上衣青色系の
半袖シャツ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が通行中,男から｢頑張ってね。｣と声を掛けられ,腕
を掴まれました。


