
Ｒ４女性被害不審者情報
（岡山市）

番号 区　　　分 場　　　所 不　審　者 概　　　　要

25 公然わいせつ 令和4年12月1日 木 6:30 ころ
岡山市北区中央
町９番付近の駐車
場

３０から５０歳の男、１
７０から１７５センチ、
黒系色ニット帽、黒系
色上下衣

　女性が帰宅するため車に乗り込んだところ、
下半身を露出した男を目撃したもの。

24 卑わい言動 令和4年11月20日 日 2:50 ころ
岡山市北区京町１
２番付近の路上

２５から３０歳の男、１
６５から１７０センチ、
黒色ニット帽、黒色上
下衣

　女性が徒歩で帰宅中、男から痴漢の被害に
あったもの。

23 声かけ 令和4年11月13日 日 4:25 ころ
岡山市北区駅前
町１丁目１番付近
の路上

３０から４０歳の男、１
６５から１７０センチ、
短髪、眼鏡、黒色上
衣

　女性が徒歩で帰宅中、男から「どっか行きま
しょう」等と声をかけられたもの。

22 卑わい言動 令和4年11月1日 火 6:25 ころ
岡山市北区柳町１
丁目１１番付近の
路上

５０から６０歳の男、白
色キャップ帽、紺色
ジャンパー、白色ズボ
ン

　女性が徒歩で移動中、後方から来た男から
痴漢の被害にあったもの。

21 不審者 令和4年10月28日 金 19:45 ころ
岡山市北区駅元
町１番付近の商業
施設内

４０から５０歳の男、１
５５から１６０センチ、
白髪交じりの短髪、灰
色フリース上衣、黒色
長ズボン

　女子専門学生２人が椅子に座っていたとこ
ろ、男からスマートフォンを向けられたもの。

20 卑わい言動 令和4年9月26日 月 11:00 ころ
岡山市北区駅元
町１番付近の商業
施設内

３０歳代の男、１６５か
ら１７０センチ、色不明
帽子、眼鏡

　女性が移動中、後方に居た男からスカート内
にスマートフォンを差し向けられたもの。

19 不審者 令和4年9月14日 水 13:20 ころ
岡山市北区下石
井１丁目地内の商
業施設

２０歳代の男、１６５セ
ンチ位、白色半袖Ｔ
シャツ

　女性が買い物中、後方からスマートフォンを
向けられたもの。

18 卑わい言動 令和4年9月6日 火 19:45 ころ
岡山市北区石関
町７番付近の路上

中高校生風の若い
男、１６０から１７０セ
ンチ、短髪、白色半袖
Ｙシャツ、黒系色ズボ
ン、自転車（黒色、軽
快）

　女性が徒歩で散策中、自転車に乗った男か
ら卑わいなことを言われたもの。

17 声かけ 令和4年9月4日 日 7:50 ころ
岡山市中区神下
地内の店舗敷地
内

５０から６０歳位の男、
１６０から１６５センチ、
黒色キャップ帽、白髪
交じり短髪、眼鏡、青
色半袖ポロシャツ、灰
色ズボン、車（白色、
軽四）

女性が自転車で立ち寄った際、男から「一緒
に行こう。」等と声をかけられたもの。

（岡山中央警察署）

時　間発生年月日



Ｒ４女性被害不審者情報
（岡山市）

16 卑わい言動 令和4年8月5日 金 2:40 ころ
岡山市北区中央
町６番付近の路上

２５から３０歳の男、１
５５から１６０センチ、
短髪、白色半袖Ｔシャ
ツ、薄茶色ズボン

　女性が徒歩で帰宅中、男から痴漢の被害に
遭ったもの。



Ｒ４女性被害不審者情報
（岡山市）

15 卑わい言動 令和4年7月29日 金 22:15 ころ
岡山市北区野田
屋町二丁目地内
の路上

４０から５０歳の男、１
７５から１８０センチ、
ぼさぼさ短髪、灰色半
袖ポロシャツ、黒色長
ズボン

　女性が徒歩で帰宅中、下半身を触る動きを
する男を目撃し、その男に追随されたもの。

14 卑わい言動 令和4年7月17日 日 7:40 ころ
岡山市北区幸町６
番付近の路上

３０歳位、１７５センチ
位、黒色半袖Ｔシャ
ツ、黒色ズボン

　女性が散歩中、男から痴漢の被害にあった
もの。

13 不審者 令和4年6月11日 土 14:30 ころ
岡山市北区下石
井１丁目地内の店
舗内

２０から３０歳の男、１
７０から１８０センチ、
短髪、白色半袖Ｔシャ
ツ、黒色ズボン

　女性が買い物中、背後から男にカメラを向け
られたもの。

12 卑わい言動 令和4年5月30日 月 9:50 ころ
岡山市北区駅元
町１番付近の駅構
内

２０から３０歳の男、１
６５から１７０センチ、
中髪、黒系色ジャン
パー、ジーパン

　女子専門学生が登校中、男からスカート内
にスマートフォンを差し向けられたもの。

11 暴行 令和4年5月22日 日 11:25 ころ
岡山市北区本町６
番付近の建物内

４０から５０歳の女、１
５０から１５５センチ、
長髪、黒色半袖Ｔシャ
ツ、白色スカート

　女性が徒歩で移動中、女から左肩を掴ま
れ、怒鳴られたもの。

10 卑わい言動 令和4年5月13日 金 2:25 ころ
岡山市北区京町２
番付近の路上

３０から４０歳の男、１
７ ５ セ ン チ 位 、 灰 色
ニット帽、黒系色上下

　女性が徒歩で帰宅中、男から痴漢の被害に
遭ったもの。

9 公然わいせつ 令和4年5月7日 土 20:00 ころ
岡山市北区平和
町６番付近の路上

５０から６０歳の男、１
６０から１７０センチ、
黒色薄毛、眼鏡、半
袖ポロシャツ、チノパ
ン

　女性２人が徒歩で移動中、下半身を露出し
た男を目撃したもの。

8 声かけ 令和4年4月25日 月 7:50 ころ
岡山市中区長岡９
７番地付近の路上

４０から５０歳の男、１
６０から１６５センチ、
短髪、白色半袖Ｔシャ
ツ、薄紺色作業ズボ
ン

　女子大学生が徒歩で登校中、男に「駅まで
一緒に行こう。」等と声をかけられたもの。

7 卑わい言動 令和4年4月23日 土 2:50 ころ
岡山市北区本町１
０番付近の路上

外国人風の男、１７５
センチ位、赤色ニット
帽、短髪、眼鏡、紺色
ダウンジャケット

　女性が勤務中、男から痴漢の被害に遭った
もの。



Ｒ４女性被害不審者情報
（岡山市）

6 公然わいせつ 令和4年4月19日 火 17:40 ころ
岡山市北区駅元
町１番付近の通路

６０から７０歳の男、白
髪の薄毛、薄だいだ
い色上下衣

　女性が徒歩で帰宅中、下半身を露出した男
を目撃したもの。

5 公然わいせつ 令和4年4月12日 火 11:05 ころ
岡山市北区後楽
園１番付近の路上

５０から６０歳の男、１
７０から１７５センチ、
白髪混じり、白色バン
ダナ、深緑色半 袖Ｔ
シャツ、ジーパン

　女性２人が散歩中、下半身を露出した男を
目撃したもの。

4 公然わいせつ 令和4年4月1日 金 18:10 ころ
岡山市北区下石
井１丁目地内の商
業施設

４０から５０歳の男、１
７０センチ位、黒色

　女性が買い物中、下半身を露出した男を目
撃したもの。

3 公然わいせつ 令和4年3月7日 月 6:30 ころ
岡山市北区野田
屋町１丁目９番付
近の路上

６０から７０歳の男、色
不明のジャージ上下

　女性が自動車を運転中、下半身を露出した
男を目撃したもの。

2 公然わいせつ 令和4年2月3日 木 12:55 ころ
岡山市北区野田
屋町１丁目１１番
付近の路上

男、シャツ、薄だいだ
い色綿製ズボン、車
（黒色、普通車）

女性がバスに乗車し移動中、併走している
車両の男性運転手が、下半身を露出している
のを目撃したもの。

1 つきまとい 令和4年1月15日 土 11:30 ころ
岡山市北区内山
下１丁目１番付近
の路上

５０から６０歳の男、１
６０から１６５センチ、
黒色キャップ帽、黒色
ジャンパー、薄緑色作
業ズボン

　女性が徒歩で通行中、男につきまとわれたも
の。

番号 区　　　分 場　　　所 不　審　者 概　　　　要

2 卑わい言動 令和4年11月22日 火 23:35 ころ
岡山市東区大多
羅地内の路上

２０から３０歳の男、１
７０センチ位、黒色
キャップ帽、黒色
ジャージ上下

女性が徒歩で帰宅中、男から痴漢の被害に
あったもの。

1 卑わい言動 令和4年11月1 日 火 19:00 ころ
岡山市東区広谷
地内の路上

３０から４０歳の男、１
７５から１８０センチ、
黒色キャップ帽、黒色
ジャージ上下、自転車
（黒色、軽快）

　女性が徒歩で帰宅中、男にスカート内をス
マートフォンで撮影されたもの。

（岡山東警察署）

発生年月日 時　間



Ｒ４女性被害不審者情報
（岡山市）

番号 区　　　分 場　　　所 不　審　者 概　　　　要

12 公然わいせつ 令和4年10月7日 金 1:30 ころ
岡山市北区今岡
地内の駐車場内

４０から５０歳の男、１
７０から１８０センチ、
丸坊主、薄橙色ズボ
ン

　女性が車の中で休憩中、下半身を露出した
男を目撃したもの。

11 つきまとい 令和4年9月28日 水 0:25 ころ
岡山市北区東島
田町１丁目５番付
近の路上

５０歳位の男、１６０セ
ンチ位、黒色七三分
け、白色上下衣

　女性が徒歩で移動中、男に「おいおい」等と
声をかけられ、つきまとわれたもの。

10 公然わいせつ 令和4年8月29日 月 15:20 ころ
岡山市北区富町２
丁目地内の路上

５０から６０歳の男、
チューリップハット、
ボーダー柄半袖Ｔシャ
ツ

　女性が車を運転中、男が下半身を露出して
いるのを目撃したもの。

9 公然わいせつ 令和4年8月8日 月 15:30 ころ
岡山市北区野殿
西町地内の駐車
場

５０から６０歳の男、中
髪、車（黒系色）

　女性が車を駐車中、車に乗った男が下半身
を露出しているのを目撃したもの。

8 公然わいせつ 令和4年7月28日 木 15:05 ころ
岡山市北区庭瀬
地内の路上

２５から４０歳の男、短
髪、黒色長袖Ｔシャ
ツ、車（白色、軽四）

　女子大学生が徒歩で下校中、車に乗った男
が下半身を露出しているのを目撃したもの。

7 声かけ 令和4年7月19日 火 15:20 ころ
岡山市北区大和
町２丁目１０番付
近の路上

６０から７０歳の男、眼
鏡、水色長袖作業服
上衣、黒色作業ズボ
ン、自転車（銀色、軽
快）

　女子大学生が徒歩で下校中、自転車に乗っ
た男から意味不明な文言の声かけをされたも
の。

6 不審者 令和4年7月12日 火 17:30 ころ
岡山市北区津島
南一丁目２番付近
の店舗内

３０から４０歳の男、１
６０から１７０センチ、
ぼさぼさ短髪、薄だい
だい色ハット帽、眼
鏡、黒色長袖シャツ、
灰色ズボン

　女性が買い物中、男につきまとわれ、携帯電
話機を向けられたもの。

5 声かけ 令和4年7月1日 金 16:30 ころ
岡山市北区大供
表町１丁目１番付
近の路上

４０から５０歳位の男、
短髪、桃色半袖Ｔシャ
ツ、自転車

　女性が信号待ち中、自転車に乗った男に「知
り合いじゃないかな。」等と声をかけられたも
の。

（岡山西警察署）

発生年月日 時　間



Ｒ４女性被害不審者情報
（岡山市）

4 つきまとい 令和4年7月1日 金 16:30 ころ
岡山市北区横井
上地内の路上

３０から４０歳の男、中
髪、眼鏡、黒色長袖Ｔ
シャツ、自転車（赤
色、マウンテンバイ
ク）

　女性が徒歩で移動中、自転車に乗った男に
つきまとわれたもの。

3 つきまとい 令和4年4月3日 日 3:50 ころ
岡山市北区大供２
丁目１番付近の路
上

外国人風の男、１７０
から１７５センチ、中
髪、色不明ブルゾン、
ジーパン

　女性が徒歩で帰宅中、男につきまとわれたも
の。

2 卑わい言動 令和4年4月2日 土 19:55 ころ
岡山市北区下中
野地内の店舗内

不明
　女性がトイレを利用中、個室トイレのドア下
から携帯電話機様のものを差し向けられたも
の。

1 卑わい言動 令和4年3月2日 水 7:45 ころ
岡山市北区今６丁
目３番付近の駐車
場付近

２０から３０歳の男、１
７ ０ セ ン チ 位 、 灰 色
ニット帽、灰系色長袖
上衣、灰系色ズボン

　女性が車で帰宅中、股間付近を触っている
男を目撃したもの。

番号 区　　　分 場　　　所 不　審　者 概　　　　要

2 公然わいせつ 令和4年12月22日 木 9:30 ころ
岡山市南区浜野２
丁目４番付近の路
上

３０から４０歳の男、黒
色ニット帽、紺色ブル
ゾン、黒色ズボン

　女性が徒歩で移動中、下半身を露出した男
を目撃したもの。

1 不審者 令和4年8月2日 火 13:05 ころ
岡山市南区豊浜
町１０番付近の店
舗内

男女不明の者
　女性がトイレを利用中、個室トイレに棒様の
ものを差し入れられたもの。

（岡山南警察署）

発生年月日 時　間



Ｒ４女性被害不審者情報
（岡山市）

番号 区　　　分 場　　　所 不　審　者 概　　　　要

番号 区　　　分 場　　　所 不　審　者 概　　　　要

1 不審者 令和4年12月3日 土 11:45 ころ
岡山市東区瀬戸
町下389番地付近
の路上

１０から２０歳の男、１
６０から１７０センチ、
黒色スウェット上下

女性が自転車で帰宅中、男から「こら。」と怒
鳴られたもの。

発生年月日 時　間

（赤磐警察署）

（岡山北警察署）

発生年月日 時　間


