
事案 種別

子供 女性 性別 人数 年齢 体格 主な特徴・服装 移動手段 車両の特徴

三沢 声掛け等 身体接触 路上 1月 金 12 時台 三沢市美野原３丁目付近
「名前は。学年は。何歳。部活は。」等と声
を掛けながら上着をつまんだもの。

男 1 ４０～５０歳代 中肉
黒色ジャンパー、紺色ナイロンパンツ、マスク黒色靴、
黒色手持ち鞄

徒歩

青森 声掛け等 不審者 路上 1月 水 14 時台 青森市富田１丁目付近 スマートフォンを向けたもの。 男 1 ４０～５０歳代 中肉
黒色ジャンパー、黒色ズボン、黒色帽子、黒系のスマー
トフォン所持

徒歩

八戸 声掛け等 声掛け 路上 1月 土 13 時台 八戸市江陽５丁目付近
「○○ちゃんて誰ですか。」と声掛けしたも
の。

男 1 ５０歳代 中肉 黒髪、黒色長袖上衣 自動車 黒色

八戸 声掛け等 声掛け 路上 1月 月 16 時台 八戸市柏崎５丁目付近
「帽子かぶってないの。」などと声掛けした
もの。

男 1 ５０歳代 不明 緑色ジャンパー、青色ジーンズ、緑色帽子、眼鏡 徒歩
指導警
告(誓

八戸 声掛け等 声掛け 路上 1月 火 15 時台 八戸市小中野３丁目付近 「○○行かない」と声を掛けたもの。 男 1 ６０歳代 不明 白色帽子 徒歩

弘前 声掛け等 声掛け 路上 1月 水 15 時台 弘前市大字鷹匠町付近 ｢名前は。｣などと声を掛けたもの。 男 1 ５０歳代 中肉
上下青色系ジャージ、黒髪ボサボサ、白色マスク、頭に
白色タオル巻いている

徒歩
指導警
告(誓

青森 声掛け等 声掛け 路上 1月 水 7 時台 青森市小柳６丁目付近
車から｢よかったら送っていきましょうか｣な
どと声を掛けたもの。

男 1 ４０～５０歳代 中肉 眼鏡、黒色短髪 自動車

八戸 声掛け等 つきまとい 路上 1月 水 16 時台 八戸市東白山台３丁目付近 後をつけられたもの。 男 1 ３０歳代 中肉
黒色帽子、黒色ダウンジャケット、黒色スラックス、マス
ク

徒歩

弘前 声掛け等 身体接触 路上 1月 水 16 時台 弘前市大字大清水１丁目付近
「名前何」「どこいくの」などと声掛けされ、
肩を１回叩かれたもの。

男 1 ５０歳代 小太り 青色ジャンパー 徒歩

八戸 声掛け等 声掛け 路上 1月 土 8 時台 八戸市下長５丁目付近 車から声を掛けられたもの。 男 1 ５０～６０歳代 中肉 白髪交じりの短髪、マスク 自動車

弘前 声掛け等 不審者 路上 1月 土 23 時台 南津軽郡藤崎町大字藤崎字豊岡付近 車から話しかけたもの。 男 1 不明 不明 不明 自動車 白色

八戸 声掛け等 声掛け 路上 1月 月 21 時台 八戸市内丸２丁目付近
「ねえねえ。高校生。」などと声を掛けたも
の。

男 1 20歳代 中肉 金髪長髪、黒色革ジャン、黒色ズボン、マスク 徒歩

弘前 声掛け等 声掛け 路上 1月 月 18 時台 弘前市大字土手町付近
「ＬＩＮＥ交換しよう。」などと声を掛けながら
つきまとったもの。

男 1 10代後半 中肉 黒髪、紺色ジャンパー、マスク 徒歩
検挙
(任意)

八戸 声掛け等 声掛け 路上 1月 火 15 時台 八戸市大字尻内町字高田付近
「どこの小学校なの。」などと声掛けしたも
の。

男 1 50～60歳代 不明 黒色ジャンパー、青か黒の帽子 自動車
シルバー
色

八戸 声掛け等 つきまとい 路上 2月 水 16 時台 八戸市大字尻内町字三条目付近 併走してつきまとったもの。 男 1 50歳代 中肉 黒色ジャンパー、黒色帽子、マスク 自動車 黒色

弘前 声掛け等 不審者 路上 2月 金 8 時台 弘前市大字田園３丁目付近
すれ違いざまにズボンのチャックを下ろそ
うとしたもの。

男 1 ６０歳くらい 中肉 黒色短髪、ベージュ色ワイシャツ、白系ズボン、マスク 徒歩

八戸 声掛け等 不審者 路上以外 2月 水 15 時台 八戸市江陽２丁目付近 周りをうろついたもの。 男 1 20～30歳代 やせ型
黒色短髪、黒色上衣、灰色スウェットズボン、スマホ所
持

徒歩

八戸 声掛け等 声掛け 路上 2月 水 16 時台 八戸市多賀台２丁目付近
「君のおうち階段ある。」などと声を掛けた
もの。

男 1 50～60歳代 中肉 白短髪、黒色ジャンパー、白色帽子、カーキ色長靴 徒歩

八戸 声掛け等 声掛け 路上 2月 水 15 時台 三戸郡階上町蒼前東８丁目付近
落ちていたキーホルダー様を手に「持って
け」と言ったもの。

男 1 30歳代 やせ型
黒に茶色が混ざった短髪、黒色パーカ、黒色ジーパン、
マスク、眼鏡

徒歩

青森 声掛け等 身体接触 路上以外 2月 火 7 時台 青森市大字野内字菊川付近
肩をたたいて「野内駅どこ。」と声を掛けた
もの。

男 1 40歳代 中肉 黒色ダウン、黒色ズボン、黒色帽子 徒歩

八戸 声掛け等 声掛け 路上 2月 火 18 時台 八戸市西白山台４丁目付近
「ちょっといい。」と声を掛け後方をつきま
とったもの。

男 1 不明 中肉 黒色短髪、灰色ジャンパー、灰色ズボン、マスク 徒歩

八戸 声掛け等 不審者 駐車場 2月 木 16 時台 八戸市旭ヶ丘１丁目付近
突然「ばか。」と叫び被害者らをにらみつけ
たもの。

男 1 50～60歳代 やせ型 上下黒色作業着 自動車 白色

十和田 声掛け等 つきまとい 路上 2月 土 6 時台 十和田市東十四番町付近 後方をつきまとったもの。 男 1 60歳代 中肉 赤色ジャンパー、黒色ズボン、黒色帽子、黒色の靴 徒歩

黒石 声掛け等 声掛け 路上 2月 金 10 時台 平川市金屋中松元付近
「何年生？」「お父さんの名前は何ていう
の？」などと声を掛けたもの。

女 1 70歳代 中肉
肌色ワイシャツ、紫色カーディガン、黒色ズボン、黒色
帽子、マスク

徒歩

青森 声掛け等 不審者 路上 2月 水 13 時台 青森市浜田１丁目付近 スマートフォンを向けたもの。 男 1 ５０歳代 中肉
青色ダウンジャケット、黒色ズボン、黒色帽子、スマホ
所持、色不明長靴

徒歩

八戸 声掛け等 声掛け 路上 2月 金 15 時台 八戸市柏崎２丁目付近
「家の場所どこだ。」「名前教えて。」などと
声を掛けたもの。

男 1 30～40歳代 中肉
黒色短髪、黒色ジャンパー、黒色ズボン、灰色のショル
ダーバッグ所持、マスク、眼鏡

徒歩

弘前 声掛け等 つきまとい 路上 2月 水 15 時台 南津軽郡藤崎町大字藤崎字白子付近 後方をつきまとったもの。 男 1 30～40歳代 中肉 上下黒色の服装、黒色帽子 徒歩

青森 声掛け等 声掛け 路上 2月 日 12 時台 青森市新町２丁目付近
「今買物中？」「青森の人なの？」などと声
を掛けたもの。

男 1 50歳代 やせ型 白髪交じりの長髪、赤色系シャツ、黒色ズボン 徒歩

青森 声掛け等 不審者 路上以外 2月 土 18 時台 青森市柳川１丁目付近 スマートフォンを向けたもの。 男 1 40～50歳代 やせ型
黒色短髪、赤系の長袖シャツの中にオレンジ色のシャ
ツ、ベージュ色のチノパン、眼鏡、マスク、スマートフォン

不明
指導警
告(誓

青森 声掛け等 不審者 路上以外 2月 木 16 時台 青森市柳川１丁目付近 スマートフォンを向けたもの。 男 1 30～50歳代 中肉
上衣青色ダウン、色不明のニット帽、マスク、スマート
フォン所持

不明
指導警
告(誓

十和田 声掛け等 不審者 路上 2月 金 14 時台 十和田市稲生町付近 スマートフォンを向けたもの。 男 1 70歳代 やせ型
紺色ジャンパー、紺色ズボン、紺色帽子、黒色スノー
ブーツ、青色スマートフォン所持

徒歩

三沢 声掛け等 不審者 路上 2月 金 15 時台 三沢市下久保２丁目付近 手招きしたもの。 女 1 40～50歳代 中肉
黒色と黄色のツートンカラーのジャンパー、黒色ニット
帽、サングラス、マスク

徒歩
事案に
あらず

青森 声掛け等 不審者 路上 2月 木 18 時台 青森市港町２丁目付近 刃物のような物を持って歩いていたもの。 男 1 不明 やせ型 黒色ダウン、黒色ズボン 徒歩

むつ 声掛け等 不審者 路上以外 2月 水 23 時台 むつ市大湊新町付近 周辺をうろついたもの。 不明 1 不明 不明 不明 徒歩

八戸 声掛け等 身体接触 路上 2月 水 23 時台 八戸市十三日町付近 腕をつかむなとしたもの。 男 1 30歳代 やせ型 黒髪、白色ワイシャツ、黒色ズボン 徒歩

警察署 発生月 曜日 時間帯
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青森 声掛け等 声掛け 路上 2月 木 15 時台 青森市大字八幡字熊谷付近
「もうすぐ春ですね」などと声を掛けたも
の。

男 1 20歳代 やせ型
黒色ダウンジャケット、水色ジーンズ、灰色ニット帽、マ
スク、黒色リュックサック所持

徒歩 その他

三沢 声掛け等 声掛け 路上 3月 火 15 時台 上北郡おいらせ町秋堂付近
車から「一緒に乗っていかない」と声を掛
けたもの。

男 1 30歳くらい 中肉 灰色ジャンパー、黒色ズボン、黒色帽子、マスク 自動車 白色

黒石 声掛け等 声掛け 路上 3月 水 14 時台 平川市李平上安原付近
「何年生、家どこ？」と声を掛けられたも
の。

男 1 60～70歳代 中肉 黒色ジャンパー、黒色ズボン、黒色帽子、マスク 徒歩

八戸 声掛け等 つきまとい 路上 3月 水 15 時台 八戸市江陽５丁目付近 後をつけられたもの。 男 1 40歳代 中肉 茶色短髪、黒色ジャンパー、灰色ズボン、マスク 徒歩

鯵ヶ沢 声掛け等 声掛け 路上 3月 水 9 時台 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸付近
「ジュースおごってけれ」などと声を掛けた
もの。

男 1 40歳代 中肉 オレンジ色ジャンパー、灰色ズボン 徒歩
指導警
告(誓

弘前 声掛け等 声掛け 路上 3月 金 20 時台 弘前市大字富田３丁目付近
「帰る方向一緒ですね。」などと声を掛けた
もの。

男 1 20代後半～30代後半 中肉
黒色短髪、白かベージュのコート、黒色ズボン、黒色ビ
ジネスバッグ

徒歩
指導警
告(誓

青森 声掛け等 身体接触 路上 3月 水 17 時台 青森市久須志４丁目付近
「お菓子いる？僕の家にあるよ」と声を掛
け、被害者の右膝を触ったもの。

男 1 30歳代 中肉 茶色フード付パーカー、白色ズボン 徒歩

弘前 声掛け等 不審者 路上 3月 水 16 時台 弘前市大字桔梗野３丁目付近 あめを渡したもの。 男 1 60歳代 中肉 白髪頭、紺色トレーナー、紺色ズボン、眼鏡 徒歩

八戸 声掛け等 不審者 路上 3月 木 15 時台 八戸市内丸１丁目付近 手招きしたもの。 男 1 不明 不明 サングラス着用、マスク 自動車 黒色

八戸 声掛け等 身体接触 路上以外 3月 火 14 時台 八戸市北白山台５丁目付近
「ホテル行こうよ」などと話しかけ、肩に手
を回したもの。

男 1 30～40歳代 中肉
黒色パーマ頭、黒色ジャンパー、黒色ズボン、黒色帽
子、マスク

不明

青森 声掛け等 不審者 路上 3月 月 16 時台 青森市青葉１丁目付近 デジタルカメラで被害者を撮影したもの。 男 1 70歳代 やせ型
灰色帽子、茶系ジャンパー、水色ズボン、黒系ブーツ、
灰色系リュックサック

徒歩

青森 声掛け等 不審者 路上 3月 金 15 時台 青森市赤坂１丁目付近 携帯電話のカメラを向けたもの。 男 1 60歳代 やせ型 白髪短、灰色パーカー、黒色ズボン 徒歩

弘前 声掛け等 不審者 路上 4月 日 15 時台 弘前市大字宮川３丁目付近 スマートフォンを向けたもの 女 2 20歳代半ば やせ型 白色シャツ、緑色ベスト（もう一人は不明） 徒歩

青森 声掛け等 身体接触 路上 4月 火 8 時台 青森市浪館志田付近 足首に触れたもの 男 1 30歳代 小太り 黒系ジャンパー、黒色ジャージ下 徒歩
指導警
告(誓

弘前 対象犯罪 公然わいせつ 路上 4月 金 20 時台 弘前市一町田字早稲田付近 臀部を出したもの 男 1 20～60歳代 やせ型 黒色パーカー（フード付き） 徒歩

八戸 声掛け等 不審者 路上以外 4月 金 18 時台 八戸市沼館４丁目付近 スマートフォンを向けたもの 男 1 30歳代 中肉 深緑色帽子、灰色パーカー、白色スニーカー 自動車 黒色

八戸 声掛け等 不審者 路上 4月 月 17 時台 八日町付近 スマートフォンを向けたもの 男 1 40～50歳代 中肉
黒色ウィンドブレーカー、灰色ズボン、茶色スニーカー、
白色マスク、四角いフレームの眼鏡、青色スマホ所持

徒歩
指導警
告(誓

青森 声掛け等 不審者 路上 4月 月 18 時台 青森市大字羽白字沢田付近 車両でつきまとったもの 男 1 30歳代 小太り 白色長袖、眼鏡、マスクなし、黒髪 自動車 白色

三沢 声掛け等 声掛け 公園 4月 日 17 時台 三沢市松園町３丁目付近
「ブランコに乗っていいか」と声を掛けたも
の

男 1 60歳代 中肉
サングラス、オレンジ系帽子、チェックシャツ、紺色
ジャージズボン

自転車
指導警
告(誓

八戸 声掛け等 不審者 路上以外 4月 木 11 時台 南類家１丁目付近 スマートフォンを向けたもの 男 1 30～40歳代 小太り 上下灰色スウェット、黒色靴、黒色肩掛けバッグ 徒歩

青森 声掛け等 不審者 路上 4月 木 14 時台 青森市大字油川字大浜付近 「どこの学校」と声を掛けたもの 男 1 40歳位 中肉 黒色ジャンパー、パーカー、緑色ズボン、黒色マスク 徒歩
指導警
告(誓

八戸 声掛け等 不審者 路上以外 4月 金 14 時台 八戸市江陽２丁目付近 スマートフォンを向けたもの 男 1 20歳代 中肉 灰色ジャケット、黒色スキニーズボン、白系マスク 徒歩
指導警
告(誓

青森 声掛け等 不審者 路上以外 4月 日 11 時台 青森市八重田４丁目付近 スマートフォンで撮影したもの 男 1 30歳代 中肉 黒色ジャンパー、ズボン、スマートフォン所持 徒歩
検挙
(任意)

弘前 声掛け等 不審者 路上 4月 月 17 時台 弘前市大字安原１丁目付近 背後に無言で立ったもの 男 1 50歳代 中肉
赤色ウィンドブレーカー、白髪交じりの黒色短髪、細い
銀縁眼鏡

徒歩 その他

十和田 声掛け等 不審者 路上 4月 月 16 時台 上北郡六戸町小松ヶ丘３丁目付近 スマートフォンを向けたもの 男 1 40～50歳代 中肉 黒色フード付きジャージ、黒色ズボン 徒歩

青森 声掛け等 声掛け 路上 4月 火 18 時台 青森市緑３丁目付近 声掛け、肩を押したもの 男 1 70歳代 中肉 黒色革ジャン、青色デニム、坊主頭、サングランス着用 徒歩
指導警
告(誓

三沢 対象犯罪 公然わいせつ 駐車場 4月 火 19 時台 上北郡おいらせ町中野平付近 車内で自慰行為をしたもの 男 1 不明 不明 不明 自動車
黒色、ミニ
バン様

大間 声掛け等 不審者 路上 4月 火 19 時台 下北郡大間町大字大間字大間平付近 車両でうろついたもの 不明 不明 不明 不明 不明 自転車 白色

黒石 声掛け等 不審者 路上 4月 水 7 時台 平川市沖館宮崎付近 車両でうろついたもの 男 1 40歳代 やせ型 緑色ジャンパー、青色作業服ズボン 自動車 黒色
指導警
告(誓

三沢 声掛け等 不審者 路上 4月 水 7 時台 三沢市大字三沢字古間木山付近 下半身を露出したもの 男 1 20～30歳代 中肉 灰色パーカー、黄緑色ズボン、灰色マスク 徒歩

黒石 声掛け等 声掛け 路上 4月 金 7 時台 黒石市一番町付近 声掛けしたもの 男 1 20～40歳代 小太り 色不明ジャンパー、白色帽子、黒色リュックサック 徒歩
指導警
告(誓

青森 声掛け等 声掛け 路上 4月 火 7 時台 青森市大字羽白字沢田付近 「乗っていきませんか」と声を掛けたもの 男 1 50歳代 やせ型 黒色パーカー、白色マスク 自動車 紺色系

五所川原 声掛け等 声掛け 路上 4月 月 7 時台 つがる市柏上古川房田付近 「どこに住んでいるの」と声を掛けたもの 男 1 50歳代 小太り 灰色ジャージ上下 自転車 シルバー

弘前 声掛け等 声掛け 路上 4月 水 15 時台 弘前市大字賀田１丁目付近 声を掛けたもの 男 1 65～70歳代 不明 白色ジャージ 自動車 黒色

十和田 声掛け等 不審者 路上 4月 火 15 時台 十和田市元町西３丁目付近 つきまとったもの 女 1 60歳代 中肉 赤紫色のスカート、黒色系ズボン 徒歩

青森 声掛け等 不審者 路上 4月 木 17 時台 青森市大字浦町字奥野付近 つきまとったもの 男 1 20～30歳代 中肉
赤色と黒色の長袖、黒色ズボン、色不明のリュックサッ
ク

自転車



事案 種別

子供 女性 性別 人数 年齢 体格 主な特徴・服装 移動手段 車両の特徴
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対象 行　　為　　者

(発生場所属性）
発　生　場　所 事　案　概　要

行為者
の判明

青森 対象犯罪 不審者 路上以外 5月 土 16 時台 青森市浜田３丁目付近 凝視していたもの 男 1 40歳代 中肉
黒色トレーナー、青色ジーパン、灰色マスク、黒色
キャップ、黒縁眼鏡

徒歩

青森 声掛け等 つきまとい 路上 5月 水 0 時台 青森市港町２丁目付近 つきまとったもの 男 1 30歳代 中肉 白色系パーカー、黒色系ズボン、白色マスク、黒色短髪 徒歩
指導警
告(誓

三沢 声掛け等 声掛け 路上 5月 金 16 時台 三沢市大町１丁目付近 「お金あげるよ」と声掛けしたもの 男 1 30歳代 不明 不明 自転車

弘前 声掛け等 声掛け 路上 5月 水 14 時台 弘前市代官町付近 「お菓子あげようか」と声を掛けたもの 男 1 60歳代 やせ型 黄緑色長袖シャツ、茶色ズボン 自転車 カゴ付き

青森 声掛け等 不審者 公園 5月 水 17 時台 青森市合浦１丁目付近 スマートフォンで容姿を撮影したもの 男 1 40歳代 小太り 灰色パーカー、黒色ズボン、黒色リュックサック 徒歩

青森 声掛け等 声掛け 路上 5月 土 12 時台 青森市東大野２丁目付近 「きれいなので」と声を掛けたもの 男 1 20～30歳代 中肉 黒色長袖トレーナー、灰色スウェット、黒野球帽 徒歩

八戸 声掛け等 声掛け 路上 5月 火 15 時台 八戸市大字尻内町字内田付近 車内から手を振ったもの 男 1 50歳代 やせ型 白髪交じりの黒髪 自動車 白色

青森 声掛け等 身体接触 路上 5月 木 16 時台 青森市桜川４丁目付近 肩を叩いたもの 男 1 30歳代 中肉 赤色ジャンパー、黒色ズボン、黒縁眼鏡 徒歩

弘前 声掛け等 声掛け 公園 5月 日 16 時台 弘前市大字宮川２丁目付近 声を掛けたもの 男 1 60歳代 やせ型 灰色シャツ、青色ジーンズ、黒色ニット帽 徒歩

弘前 声掛け等 声掛け 路上 5月 月 7 時台 北津軽郡板柳町大字大田字富岡付近 「名前なんていうの」と声を掛けたもの 男 1 60歳代 やせ型 紺色ジャージ、サンダル 自転車 灰色

五所川原 声掛け等 声掛け 路上 5月 水 14 時台 五所川原市大字唐笠柳字藤巻付近
「乗っていかない」と車内から声を掛けたも
の

男 1 50～60歳代 やせ型 無精ひげ 自動車 黒色

黒石 声掛け等 不審者 路上 5月 水 14 時台 黒石市上十川字山元付近 カメラで容姿を撮影された 男 1 30～50歳代 不明 着衣不明、帽子着用 自転車

つがる 声掛け等 声掛け 路上 5月 火 15 時台 つがる市柏桑野木田花崎付近
「家どこ、休みどこいったの」と声をかけた
もの

男 1 60歳代 中肉 青色ジャンパー、黒色ズボン、黒色キャップ 自転車 灰色
指導警
告(誓

三沢 声掛け等 声掛け 路上以外 5月 木 17 時台 三沢市東岡三沢３丁目付近 「ご飯いきませんか」と声をかけたもの 男 1 30～40歳代 中肉 黒系色ポロシャツ 自転車 黒系色

三沢 声掛け等 声掛け 路上 5月 木 7 時台 上北郡おいらせ町青葉５丁目付近
「学校なんかいいから、私と一緒に行こう」
と声をかけたもの

女 1 50歳代 中肉 赤色パーカー、黒色半ズボン 徒歩

青森 声掛け等 声掛け 路上以外 5月 木 12 時台 青森市大字新城字山田付近
「一緒に車に乗って道教えてｊくれない」と
声をかけたもの

男 1 60歳代 やせ型 暗めの服、頭髪が薄い 自動車 白色

八戸 声掛け等 声掛け 路上 5月 木 16 時台 八戸市大字白銀町字人形沢付近
袖を引っ張られて「どこの高校なの」と声を
かけたもの

男 1 30歳代 やせ型 黒色上下 徒歩

弘前 声掛け等 不審者 路上 5月 金 16 時台 弘前市大字撫牛子２丁目付近 車内から手招きされたもの 男 1 70歳代 中肉 緑色の服 自動車 シルバー

八戸 声掛け等 声掛け 路上 5月 月 16 時台 八戸市大字新井田字小久保尻付近 住所、氏名等を聞いたもの 女 1 10～20歳代 やせ型 紺色ブレザー、灰色スラックス、黒色リュックサック 徒歩

青森 声掛け等 声掛け 路上 5月 月 15 時台 青森市造道３丁目付近
「おうちどこ。おうちこない。」と声を掛けた
もの

男 1 30歳位 中肉
灰色パーカー、黒色ズボン、黒色キャップ、黒色サング
ラス

徒歩

八戸 声掛け等 声掛け 路上 5月 土 10 時台 八戸市大字是川字差波付近
「どこまでいくの。どこの高校。」と声を掛け
たもの

男 1 40～50歳代 中肉 野球帽、上下不明、金色ネックレス多数着用 自動車 黒色

八戸 声掛け等 不審者 路上 5月 月 16 時台 八戸市沼館１丁目付近 つきまとったもの 男 1 40～50歳代 中肉 黒色上位、黒色系キャップ 自動車 白色

十和田 声掛け等 声掛け 路上 5月 水 18 時台 十和田市東二十二番町付近 「家どこ。地元の人。」と声を掛けたもの 男 1 30歳代 不詳 白色系シャツ、黒色ジャケット 自動車 黒色

弘前 声掛け等 声掛け 路上 5月 月 17 時台 弘前市城東２丁目付近 携帯電話を向けつきまとわれたもの 男 1 50～60歳代 不詳 不詳
指導警
告(誓

弘前 声掛け等 つきまとい 路上以外 5月 日 14 時台 弘前市賀田２丁目付近 つきまとったもの 男 1 20歳代 不詳 白色タンクトップ、短パン 徒歩

三沢 声掛け等 声掛け 路上 6月 金 16 時台 三沢市南山１丁目付近
「名前は。どこにすんでいるの。」と声を掛
けたもの

男 1 40～50歳代 中肉 黒色パーカー、青色ジーンズ、リュックサック 徒歩

八戸 声掛け等 声掛け 路上 5月 月 22 時台 八戸市十八日町付近
車内から「一緒にいかない」と声を掛けた
もの

男 1 40～50歳代 中肉 マスク着用 自動車 灰色

青森 声掛け等 不審者 路上以外 6月 日 15 時台 青森市浜田３丁目付近 スマートフォンを向けたもの 男 1 ２０～３０歳代 やせ型 ベージュ柄Tシャツ、紺色ジーンズ 徒歩

八戸 声掛け等 声掛け 駐車場 6月 日 17 時台 八戸市石堂一丁目付近
「どこの小学校。何年生。」と声を掛けたも
の

男 1 70歳代 中肉 灰色ジャンパー、紺色ジーンズ 徒歩

八戸 声掛け等 不審者 路上 6月 月 20 時台 八戸市江陽二丁目付近 ズボンのチャックを下げたもの 男 1 50～60歳代 中肉 灰色ジャンパー、灰色デニム 徒歩

青森南 声掛け等 声掛け 路上 6月 月 15 時台 青森市浪岡大字浪岡字若松付近
「何年生。駅使っているの」と声を掛けたも
の

男 1 40～50歳代 中肉 長袖上衣、ズボン 徒歩

青森 声掛け等 不審者 路上 5月 月 16 時台 青森市大字羽白字富田付近 つきまとったもの 男 1 20歳代 中肉 白色パーカー、紺色ズボン、肩掛けバッグ 自転車 灰色

三戸 声掛け等 不審者 路上 6月 木 7 時台 三戸町大字梅内字権現林付近 車内から手を振ったもの 男 1 40歳代 中肉 黒色作業服 自動車 黒色
指導警
告(誓

青森 声掛け等 不審者 路上 6月 水 19 時台 青森市大字三内字沢部付近 つきまとったもの 男 1 30歳代 中肉 黒色上下、帽子
自動二
輪

黒色

青森南 声掛け等 声掛け 路上 6月 火 10 時台 青森市浪岡大字女鹿沢字東花岡付近 「ごはんどうですか」と声を掛けたもの 男 1 30～40歳代 やせ型 白色Ｔシャツ、緑色ズボン 自動車 灰色

青森 声掛け等 声掛け 路上 6月 木 15 時台 青森市南佃２丁目付近 「いい子だね」と声を掛け頭をなでたもの 男 1 １０～２０歳代 不詳 紺色ジャージ、紺色リュックサック 徒歩 その他



事案 種別
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つがる 声掛け等 不審者 路上 6月 月 7 時台 つがる市木造千代町付近 スマートフォンを向けたもの 男 1 30歳代 中肉 青色キャップ、赤色シャツ、青色ズボン 徒歩

八戸 声掛け等 声掛け 路上 6月 火 16 時台 八戸市新井田西３丁目付近 腕を引っ張ったもの 男 1 40～50歳代 やせ型 緑色半袖Ｔシャツ、黒色ズボン、黒色キャップ着用 徒歩

三戸 声掛け等 声掛け 路上 6月 水 7 時台 三戸郡田子町大字田子字風張付近 「城跡どこ」と声を掛けたもの 男 1 60歳代 中肉 服装 自動車
事案に
あらず

五所川原 声掛け等 不審者 路上 6月 火 15 時台 北津軽郡鶴田町鶴田鷹ノ尾付近 つきまとったもの 男 1 60歳代 中肉 黒色上衣 徒歩

弘前 声掛け等 不審者 路上 6月 金 8 時台 弘前市大字元寺町付近 カメラを向けたもの 男 1 50歳代 小太り 紺色ジャンパー、紺色デニム、 徒歩

青森 声掛け等 不審者 路上 6月 金 19 時台 青森市橋本３丁目付近 つきまとったもの 男 1 ２０歳代 やせ型 上衣半袖、下衣長ズボン 徒歩

八戸 声掛け等 声掛け 路上 6月 金 7 時台 八戸市大字大久保字町道付近
「ネットに載せないから写真撮らせてほし
い」と声を掛けたもの

男 1 ５０歳代 中肉 チェック柄シャツ 徒歩

八戸 声掛け等 不審者 路上 6月 土 11 時台 八戸市石堂３丁目付近 「君、何歳」と声を掛けたもの 男 1 ４０歳代 中肉 灰色Ｔシャツ、黒色ズボン 自転車

十和田 声掛け等 声掛け 路上 6月 日 10 時台 十和田市稲生町付近
「危ないから後ろに乗っていくかい」と声を
掛けたもの

男 1 60歳代 中肉 茶色帽子、着衣不詳 自動車 青色

三沢 声掛け等 声掛け 路上 6月 火 18 時台 三沢市前平１丁目付近 「今、ひま」と声を掛けたもの 男 1 ２０歳代 中肉 不詳 自転車
指導警
告(誓

八戸 声掛け等 声掛け 路上 6月 水 18 時台 八戸市大字銀町字沢向付近 「何年生、名前何」と声を掛けたもの 男 1 ２０歳代 小太り 黒色長袖、黒色半ズボン 徒歩

三沢 声掛け等 声掛け 路上 6月 火 18 時台 三沢市前平１丁目付近 「ひま」と声掛けしたもの 男 1 １０～２０歳代 中肉 白色Ｔシャツ、黒色ズボン 自転車
指導警
告(誓

三沢 声掛け等 声掛け 路上 6月 月 18 時台 三沢市前平２丁目付近 「ひま、ゲーセンいこう」と声掛けしたもの 男 1 １０～２０歳代 中肉 白色上衣、黒色ズボン 自転車 軽快車
指導警
告(誓

五所川原 声掛け等 声掛け 路上 6月 火 17 時台 北津軽郡鶴田町大字鶴田字前田付近
「髪を染めたら禿げるんだよ」と声掛けした
もの

男 1 50歳代 小太り 紺色上下、黒色キャップ 自動車 白色

弘前 声掛け等 声掛け 路上 6月 木 15 時台 弘前市石川家岸付近 「ぼくのおうちどこ」と声掛けしたもの 男 1 不詳 不詳 茶色ジャンパー 徒歩
指導警
告(誓

三戸 声掛け等 声掛け 路上 6月 木 13 時台 三戸郡田子町大字田子字西舘野付近 声を掛けたもの 男 1 50歳代 中肉 白色Ｔシャツ、紺色ズボン 徒歩
指導警
告(誓

三沢 声掛け等 つきまとい 路上 6月 木 16 時台 上北郡おいらせ町下前田付近 つきまとったもの 男 1 50～60歳代 中肉 黒色長袖上衣、黒色キャップ 自動車 白色

三沢 声掛け等 つきまとい 路上 6月 木 15 時台 上北郡おいらせ町牛込平付近 つきまとったもの 男 1 60歳代 不詳 黒色帽子 自動車 白色

青森 声掛け等 不審者 路上 6月 日 19 時台 青森市港町１丁目付近 家の敷地をのぞき込んでいる 男 1 ７０歳代 やせ型 水色Ｔシャツ、ズボン

青森 声掛け等 声掛け 路上 6月 水 15 時台 青森市桜川２丁目付近 「遊ばないか」と声を掛けたもの 男 1 40歳代 中肉 灰色ジャンパー、黒色ズボン 徒歩

十和田 声掛け等 声掛け 路上 6月 水 20 時台 十和田市元町東一丁目付近 「どこ行くの」と声掛けしたもの 男 2 不詳 不詳 不詳 自動車

野辺地 声掛け等 つきまとい 路上 6月 水 15 時台 上北郡野辺地町中道付近 つきまとったもの 男 1 40歳代 やせ型 黒色上下 自動車

弘前 声掛け等 不審者 路上 7月 土 9 時台 弘前市大字平岡町付近 スマートフォンを向けられたもの 男 1 ４０歳代 やせ型 灰色半袖Ｔシャツ、黒色ズボン 徒歩

十和田 声掛け等 声掛け 路上 7月 日 18 時台 十和田市東十二番町付近 「ドライブ行かない」と声を掛けたもの 男 1 40～50歳代 中肉 黒色半袖Ｔシャツ 自動車 黒色

弘前 声掛け等 声掛け 路上 7月 金 16 時台 北津軽郡板柳町大字横沢字西里見付近
「大丈夫だよ、こっちおいで」と声掛けした
もの

男 1 40歳代 小太り 上下茶色作業服 自動車

青森南 声掛け等 声掛け 路上 7月 火 14 時台 青森市浪岡大字北中野字北畠付近 「車に乗っていく」と声掛けしたもの 不明 1 不明 不明 黒色フルフェイス
自動二
輪

黒石 声掛け等 声掛け 路上 7月 水 7 時台 平川市大坊前田付近
「どこ行くの、車で送っていくよ」と声掛けし
たもの

男 1 30～40歳代 やせ型 黒色Ｔシャツ、黒色ズボン 自動車 黒色

弘前 声掛け等 つきまとい 路上 7月 月 0 時台 弘前市大字高崎１丁目付近 つきまとったもの 不明 不明 不明 不明 不明 自動車 桃色

青森南 声掛け等 声掛け 路上 7月 火 7 時台 青森市浪岡大字女鹿沢字稲本付近 声掛けしたもの 男 1 60歳代 中肉 白色半袖Ｔシャツ、黒色ズボン 徒歩

十和田 声掛け等 不審者 路上以外 7月 木 14 時台 十和田市東一番町付近 レンズを向けたもの 男 1 40歳代 中肉 茶髪、カーキ色半袖Ｔシャツ、ベージュ色ズボン 徒歩

八戸 声掛け等 つきまとい 路上 7月 土 16 時台 八戸市南類家２丁目付近 つきまとったもの 男 1 不明 中肉 暗めの服 徒歩

三戸 声掛け等 声掛け 路上 7月 土 17 時台 八戸市南類家１丁目付近 「すみません」と声をかけつきまとったもの 男 1 30～40歳代 やせ型 白色Ｔシャツ 徒歩
指導警
告(誓

十和田 声掛け等 声掛け 路上 7月 月 22 時台 十和田市東二十四番町付近 声掛けしたもの 男 1 ２０～３０歳代 不明 不明 自動車 青色

八戸 声掛け等 声掛け 路上 7月 土 18 時台 八戸市大字尻内町字上張田付近 声掛けしたもの 男 1 ２０～３０歳代 小太り 青色シャツ、ベージ色ズボン 徒歩

三戸 声掛け等 声掛け 路上以外 7月 月 18 時台 三戸町大字同心町字金堀付近 声掛けしたもの 男 1 30～40歳代 中肉 半袖Ｔシャツ、ズボン 自動車 白色

弘前 声掛け等 声掛け 路上 7月 木 15 時台 弘前市大字土手町付近 声掛けしたもの 男 1 ２０歳代 やせ型 黄色Ｔシャツ、青色ズボン 自転車



事案 種別

子供 女性 性別 人数 年齢 体格 主な特徴・服装 移動手段 車両の特徴
警察署 発生月 曜日 時間帯

対象 行　　為　　者

(発生場所属性）
発　生　場　所 事　案　概　要

行為者
の判明

青森 声掛け等 声掛け 路上 7月 日 0 時台 青森市安方２丁目付近 「どっか行く」と声掛けしたもの 男 1 40歳代 中肉 白色Tシャツ、半ズボン 徒歩

青森 声掛け等 不審者 路上以外 7月 金 23 時台 青森市旭町２丁目付近 浴室の窓を開けたもの 不明 不明 不明 不明委 不明 不明


