
平成２１年４～８月発生分

№ 発生した場所 不審者の特徴 状況

1 4月1日(水)
午後1時50

分頃
上戸祭町地
内

男。身長170センチくらい，黒
髪で，赤色のチェックのシャツ
と青色のズボンを着用し，黒
縁の丸めがねを掛けていた。

通行中の女子中学生4名が，男に
呼び止められ，「何色のブルマ履い
てんの」等と声をかけられた。

2 4月8日(水) 午後8時頃
下岡本町地
内

男。身長170センチくらい，や
せ型で，上下黒っぽい服装を
していた。

帰宅途中の女子高校生が，男に後
ろから抱きつかれ，手で顔を押さえ
られた。(女子高校生が大声を出し
たため，男は逃げ出した。)

3 4月10日(金)
午後7時30

分頃

雀の宮１丁目
地内の道路
上

男。年齢20歳前後位，身長
160～165センチ位，痩せ型，
短髪で，灰色のスウェット上下
を着用していた。

下校中の女子高生が，男に体を触
られた。

4 4月11日(土)
午後3時30

分頃

鶴田町地内
の駒生川羽
黒山橋付近

男。中・高校生風，身長160セ
ンチ，短髪で，黒色ジャージと
黒色の運動靴を着用し，オレ
ンジ色の肩掛けカバンを持っ
ていた。

女子小学生が，男に足をつかまれ
た。

5 4月16日(木)
午後6時45

分頃
下砥上町地
内

男。年齢30歳前後で，黒色っ
ぽいウインドブレーカーと黒色
の野球帽を着用し，赤色の自
転車を使用していた。

徒歩で帰宅中の男子中学生が，後
方から来た男に肩を触られた。

6 4月19日(日)
午後6時30

分頃
春日町地内
の道路上

男。年齢20～30歳位，灰色の
パーカーとメガネを着用し，赤
色の自転車を使用していた。

男子中学生が，男から「俺の文句
を言っているだろう。」等と声をかけ
られた。

7 4月20日(月)
午前7時45

分頃

今泉地内のマ
ンション内3階
にある自転車
置き場

男。年齢30～40歳位，身長
180センチ位，耳にかかる位
の長さの黒髪で，上衣クリー
ム色のジャケットとピンク色の
シャツ，下衣黒色のズボンを
着用していた。

男が，下半身を露出した。

8 4月20日(月)
午後4時15

分頃
鶴田町地内

男。年齢40代位，眼鏡と上下
青色の作業着を着用してい
た。

下校途中の女子児童3名が，男か
ら「毒入りの飴をあげる。」等と声を
かけられ，飴を渡された。（※男は，
徒歩で東方に立ち去った。）

9 4月24日(金)
午後2時20

分頃
大和2丁目地
内

女。年齢は若め，茶髪の長
髪，上下黒色の服装で，ズボ
ンを着用していた。

帰宅途中の男子児童が声をかけら
れた。

10 4月28日(火)
午後2時25

分頃
氷室町地内
の市道

男。年齢45歳位，身長170セン
チ位，やせ型，黒髪の短髪
で，白色の長袖Tシャツと紺色
のジーンズを着用し，黒色の
自動車を使用していた。

下校途中の女子児童が，男にビデ
オカメラで撮影された。（※男は北
へ逃走した。）

11 4月28日(火)
午後3時30

分頃

泉が丘地内
のマンション
のエレベー
ター付近

男。年齢20～40歳位，黒色の
毛糸帽子と上下黒色の洋服を
着用していた。

女子児童が，男に腕を掴まれた。
（※女子児童が防犯ブザーを鳴らし
たため，男はマンションから立ち
去った。）

12 4月30日(木)
午後3時30

分頃
越戸町地内

男。年齢20～30歳位，髪は短
く上に逆立たせていた。

男が，小学生に対して下半身を露
出した。
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13 5月1日(金)
午前8時10

分頃

清原工業団
地地内の道
路上

男。年齢40～50歳位，身長
165センチ位，やせ型で，白色
と赤色のチェック柄長袖シャ
ツ，薄緑色の作業ズボン，
ベージュ色のつば付き帽子，
眼鏡を着用し，青色のマウン
テンバイクに乗っていた。

女子高校生が，男につきまとわれ
た。

14 5月4日(月)
午後4時40

分頃
石井町地内
の歩道上

男。年齢30歳代後半位で，青
色のワイシャツにサングラス
を着用していた。

男が，女子高校生に対し下半身を
露出した。

15 5月11日(月)
午後3時30

分頃

JR宇都宮駅
に向かうバス
内

男。年齢60～65歳位，白髪交
じりの短髪で，黒色の長袖T
シャツと紫色のスラックスを着
用していた。

下校途中の男子児童と女子児童が
男から声をかけられ，手や肩を触ら
れた。(※男は，JR宇都宮駅でバス
から降車し，いずれかに逃走した。)

16 5月11日(月)
午後4時50

分頃

中央5丁目地
内の釜川付
近

男。年齢40歳後半で，黒色っ
ぽい長袖シャツを着用してい
た。

釜川で遊んでいた女児が，男から
「お尻を触らせて。」等と声をかけら
れた。(※男はその後立ち去った。)

17 5月13日(水)
午後10時20

分頃
横山1丁目地
内

男。年齢40歳位で，白色の帽
子を着用し，上下白色の野球
のユニフォームのような服装
であった。

帰宅途中の女子高校生が，男に背
後から抱きつかれた。(※男はその
後，いずれかに逃走した。)

18 5月16日(土)
午後7時30

分頃
御幸本町地
内

男。年齢30歳前後，中肉中背
で，明るい色のTシャツ，ハー
フパンツ，黒縁メガネを着用し
ていた。

道路を歩いていた女性が，男に後
ろから抱きつかれた。(※男はその
後，走って逃走した。)

19 5月18日(月)
午前7時50

分頃
今里町地内 男。年齢35歳位。

自転車で通学中の女子高生が，車
に乗った男に約15分つきまとわれ
た。

20 6月4日(木)
午後10時45

分頃
雀の宮6丁目
地内

男。年齢30～40歳位，身長
165センチ位で，紺色っぽいウ
インドブレーカーとズボン，黒
色ニット帽を着用し，自転車に
乗っていた。

帰宅途中の女性が，男に足を触ら
れた。

21 6月3日(水)
午前7時40

分頃
西3丁目地内
の四条通り

男。年齢30～40歳代位，頭髪
は天然パーマで，自転車に
乗っていた。

登校途中の女子小学生が，男に体
を触られた。(※男はその後，北へ
逃走した。)

22 6月9日(火)
午後6時30

分頃
住吉町地内

男。年齢40歳代後半，頭髪は
白髪混じり，口ひげを生やし，
ワインレッドの乗用車に乗って
いた。

徒歩で帰宅途中の女子高校生が，
男に「宇都宮駅に行きたいんだけ
ど。」などと呼び止められ，「君かわ
いいね。何年生。」などと声をかけ
られた。

23 6月9日(火)
午後7時50

分頃

雀の宮4丁目
地内の道路
上

男。年齢20歳前後，身長170
センチ位，痩せ型で，上衣黒
色パーカー，下衣紺色ジーパ
ンを着用していた。

下校中の女子高生が，男に体を触
られた。(※その後，男は駆け足で
逃走した。)

24 6月15日(月)
午後8時10

分頃
山本町地内

男。上衣ワイシャツ，下衣ズボ
ンを着用していた。

徒歩で帰宅途中の女子高校生が，
男に体を触られた。

25 6月17日(水)
午前7時15

分頃
竹下町地内
の路上

男。年齢50歳位で，髪が薄く，
紺色の軽自動車に乗ってい
た。

登校中の小学生の男児とその母親
が，男から「自宅はあそこでいい
の。小学校何年生。」等と声をかけ
られた。

26 6月22日(月)
午後10時20

分頃
大和2丁目地
内の道路上

男。年齢20～25歳位，身長
165センチ位，小太り，短髪
で，白色シャツ，白色ズボンを
着用していた。

帰宅途中の女子高校生が，男に体
を触られた。(※その後，男は駆け
足で逃走した。)

27 6月24日(水)
午後7時30

分頃
田野町地内
の駐車場

男。年齢60歳位，身長170セン
チ位，痩せ型で，上下とも黒
色っぽい服装であった。

男が下半身を露出した。
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28 7月9日(木)
午後10時25

分頃
砥上町地内

男。身長160センチ後半位，中
肉で，ベージュ色のニット帽を
着用し，自転車に乗ってい
た。

帰宅途中の女子高校生が，背後か
ら来た男に体を触られた。（※その
後，男は南へ逃走した。）

29 7月7日(火) 午後10時頃
元今泉8丁目
地内

男。年齢30～40歳位，身長
165～175センチ位で，深緑色
のTシャツと黒色のズボンを着
用していた。

男が，女子高生に対し，下半身を
露出した。

30 7月9日(木) 午後4時頃 竹下町地内
若い男。白色の外車に乗って
いた。

女子中学生が，男から「今フリーな
の？」等と声をかけられた。

31 7月10日(金)
午後4時40

分頃
平松本町地
内

男。高校生風，身長170センチ
位，中肉，肌は日焼けしてお
り，頭髪は黒色短髪で，白色
のTシャツと黒色のズボンを着
用し，黒色の鞄を持ち，赤色
の自転車に乗っていた。

男が，帰宅途中の女子中学生に対
し，下半身を露出した。

32 7月10日(金) 午後7時頃
不動前2丁目
地内

男。年齢30歳代前半，身長
175センチ位，痩せ型，頭髪は
黒色長髪で，茶色のシャツ，
茶色のジーパンと眼鏡を着用
し，自転車に乗っていた。

男が，徒歩で帰宅途中の女子中学
生2名を追い越した後，振り返り，下
半身を露出した。

33 7月15日(水) 午後4時頃
清住2丁目地
内

男。年齢30歳代後半位で，
コート，灰色のニット帽，サン
グラスを着用し，銀色の軽自
動車に乗っていた。

徒歩で帰宅途中の女子中学生が，
男から「お父さんが事故にあった。
お母さんから車に乗せて連れてくる
ように言われた。」等と声をかけら
れた。

34 7月16日(木)
午後7時10

分頃
宝木町2丁目
地内

男。年齢50歳位，中肉中背
で，水色の洋服と麦わら帽子
を着用し，シルバー色の自転
車に乗っていた。

自転車で帰宅途中の女子中学生
が，男から「何年生？」「お金持って
る？」「時間ある？公園に行こう」等
と声をかけられた。（その後，男は
東方へ立ち去った。）

35 7月19日(日)
午後6時50

分頃
中岡本町地
内の公園内

男。年齢25歳位，身長160セン
チ位，痩せ型，頭髪は七三分
けで，水色の半袖Ｙシャツ，灰
色のズボン，黒縁のメガネを
着用していた。

男が，女性に対して下半身を露出
した。

36 7月29日(水)
午前10時45

分頃
駅前通り3丁
目地内

男。年齢20歳代，えんじ色のＴ
シャツを着用していた。

自転車に乗った男が，大声を出し
ながら工具のような物を振り回して
いた。（※男は自転車に乗ったま
ま，南方へ走り去った。）

37 7月31日(金)
午後6時5分

頃
若草3丁目地
内

男。中学生風，スポーツ刈り
で，チェック柄のシャツを着用
し，自転車に乗っていた。

徒歩で帰宅途中の女性が，自転車
に乗った3人組の男のうち1人から，
スカートをめくられた。

38 8月3日(月) 午後7時頃
上戸祭4丁目
地内

男。年齢30～40歳位，ぽっ
ちゃり型で，丸顔，目が大き
く，声が高めで，オレンジ色の
半袖Ｔシャツを着用し，頭部に
オレンジ色のタオルを，下半
身にスカートの様なものを巻
きつけていた。

バス停に立っていた20歳代の女性
が，背後から近づいてきた男から，
声をかけられた。（男は下半身を露
出していた。）

39 8月7日(金) 午後1時頃
東宿郷1丁目
地内の駐車
場

男。年齢50歳位，身長170セン
チ位，中肉で，頭が薄く，上下
灰色の作業着とメガネを着用
していた。

男が下半身を露出した。

40 8月11日(火) 午後8時頃
宝木町1丁目
地内

男。身長155～160センチ位，
痩せ型で，頭髪は黒髪，白色
のＹシャツ，黒色っぽいズボン
とメガネを着用し，自転車に
乗っていた。（一見して高校生
風であった。）

自転車で帰宅途中の女子高校生
が，男から追い抜きざまに体を触ら
れた。
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41 8月24日(月)
午後0時40

分頃
春日町地内
の道路上

男。年齢40歳位，頭髪は黒
色，短髪で，青色と白色の
チェック柄の長袖シャツと長ズ
ボンを着用し，自転車に乗っ
ていた。

女子中学生が，自転車に乗った男
に体を触られた。

月平均：８．２件
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