
(ウラジオストク市及び沿海地方)

月 日 件 名 場 所 概 要

1 1.4 強盗 アルチョム市

夕方，帰宅途中の女性が男２人組に襲われ，ナイフで脅迫された
うえ携帯電話，現金約５千ルーブルを強取された。捜査の結
果，２４歳の男と１９歳の少年が逮捕された。

2 1.10
殺人
放火

ウラジオストク市

ルースカヤ通りの火事現場跡から，５４歳と４９歳の住民男性が
焼死体で発見された。捜査の結果，知り合いとみられる４９歳の
男が逮捕された。飲酒の席で口論となり２名を殺害，証拠隠滅
のため部屋に火をつけたと供述している。

3 1.10 強盗 パルチザンスク市

停車中の車両に２人組が近づき，乗車していた夫婦をナイフで切
りつけ降車させ，車を乗り逃げした。夫婦は傷を負い病院へ搬
送された。捜査の結果，盗難された車は発見され，３７歳男と２
９歳女が逮捕された。

4 1.11 殺人 アヌチンスキー地区

スクヴォルツォヴォ村において，猟師同士の言い争いが撃ち合い
に発展し，４４歳と４２歳の男性が射殺された。２名を殺害したと
して地元に住む５５歳男が逮捕された。射殺された２名のうち１名
は，沿海地方ナホトカ市議会議員であるドミトリー・アルクシェン
コ氏であった。

5 1.14
強盗
殺人

アルチョム市

ウスリースカヤ通り路上において，６４歳女性の撲殺死体が発見
された。捜査の結果，住所不定の３９歳男が逮捕された。金品
を要求したが断られたため，殴り殺したと供述している。

6 1.16 強盗
スパースク・

ダリニー市

夜間，市内アパート一室に見知らぬ男が侵入，住人である３３歳
女性をナイフで脅迫，緊縛し，現金・貴金属等総額約３万６千
ルーブルを強取した。捜査の結果，地元に住む２８歳男が逮捕さ
れた。

7 1.17 強姦 シコトフスキー地区

森林内において，１２歳の女児が何者かに強姦された。捜査の結
果，同種の前科のある３０歳男が逮捕された。犯行時女児を連
れ去るのに利用された車は，犯行当日別の場所で男が盗んだ車
であった。

8 1.20 強盗 パルチザンスク市

市内において，２４歳女性が男にナイフで襲われ，傷を負いかば
んを強取された。女性は病院で手当を受け，命に別状はなかっ
た。被害現場に犯人のものと思われる買い物レシート等が遺留さ
れており，捜査の結果，ウスリースク市に住む４０歳男が逮捕さ
れた。

9 1.21 強盗 ウラジオストク市

午前９時頃，ボロディンスカヤ通り所在の自動車用品販売店に男
が押し入り，店員をナイフで脅迫し，レジから現金約４万８千
ルーブルを強取し，逃走した。捜査の結果，フォーキノ市に住む
３９歳男が逮捕された。

10 1.21 強盗 ウラジオストク市

アドミラル・ユマシェヴァ通り所在の携帯電話販売店に，２人組
の男が押し入り，けん銃で店員を脅迫，レジから売上金約１６万
ルーブルを強取し，逃走した。間もなくして２６歳と２４歳の男性
が逮捕された。
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11 1.27 強盗未遂 ウスリースク市

市内所在アパートに，けん銃で武装した強盗グループが押し入っ
た。住人の叫び声を聞きつけた隣人の手助けにより，被害は発
生しなかった。捜査の結果，逃走していた２１歳男と共犯者が逮
捕された。

12 1.28 殺人 ウラジオストク市

ヴォエンノエ・シャッセ通りにおいて，３２歳男性の刺殺体が発見
された。捜査の結果，知り合いとみられる５３歳男性が逮捕され
た。飲酒の席で口論となり，胸部を刺し殺害したと供述してい
る。

13 1.30 殺人 パルチザンスク市

市郊外の家屋において，タクシー運転手である５０歳男性の刺殺
体が発見された。別の場所では，死亡した男性の車が燃やされ
た状態で発見された。捜査の結果，２８歳と３３歳の男が逮捕さ
れた。タクシーに乗車したものの所持金がなかったため運転手を
刺殺，証拠隠滅のため車を別の場所で燃やした旨供述してい
る。

14 1.31 強盗 ナホトカ市

市内において，ナイフを所持した男による路上強盗事件が連続発
生，現金を強取される被害が相次いだ。捜査の結果，前科のあ
る４１歳男が逮捕された。

15 2.1 強盗 ナホトカ市

市内所在のホテル受付において，男女２名がナイフで受付女性を
脅迫，多額の現金を強取し逃走した。現場に遺留されていた指
紋等の捜査により，前科のある４２歳男と２３歳女が逮捕され
た。

16 2.2 強盗 ヤコヴレフスキー地区

ヤヴロノフカ村所在の家屋に，野球バットで武装した３人組が押
し入り，現金約３万７千ルーブルを強取，家の主人に暴行を加え
逃走した。捜査の結果，同種の前科のある２０歳と２３歳の男が
逮捕された。

17 2.4 強盗 テルネイスキー地区

テルネイ村所在の商店にマスク姿の男が押し入り，けん銃のよう
なもので店員を脅迫，売上金約８千ルーブルを強取し逃走した。
捜査の結果，マーラヤ・ケーマ村に住む２５歳男が逮捕された。

18 2.5 強盗 パルチザンスク市

街灯の少ない通りにおいて，帰宅途中の２４歳女性が男にナイフ
で襲われ，カバンを強取された。捜査の結果，ノヴォニコリスク
村に住む２３歳の男が逮捕された。

19 2.5 強盗 ウラジオストク市

２３時３０分頃，シェペトコヴァ通りにおいて，商品宅配中の２５
歳男性が２人組に襲われ，携帯電話と宅配中の食品を強取され
た。強盗事件として捜査中。

20 2.6 強盗 ウラジオストク市

午前４時頃，ポルト・アルトゥルスカヤ通り所在のアパートに，マ
スク姿の３人組が押し入り，けん銃とナイフで住民女性を脅迫し
緊縛，金庫を奪い女性の車で逃走した。強盗事件として捜査
中。



21 2.6 傷害 ウラジオストク市

スポルティブナヤ通りにおいて，通行中の男性２名が背後から数
名の男に襲われ，ナイフで刺され１名が負傷し，病院へ搬送され
た。犯人グループは逃走し，傷害事件として捜査中。

22 2.11 殺人 ウラジオストク市

ルースキー島所在の家屋地下室から，男性死体が発見された。
家屋の住人である３２歳男性が犯行を認め，逮捕された。口論
の末カービン銃で射殺，死体を地下室に隠匿したと供述してい
る。

23 2.15 傷害致死 ウスリースク市

セリスコハジャイストヴェンナヤ通り近郊の砂利山において，大腿
部をけん銃で撃たれ死亡している男性死体が発見された。身元
は地元に住む３３歳男性と判明した。傷害致死事件として捜査
中。

24 2.15 傷害致死 パルチザンスク市

市内所在の商店「アリヤンス」において，客同士の口論がもと
で，３４歳男が６０歳男性に重傷を負わせ，傷が原因となり６０
歳男性が死亡した。３４歳男は逮捕された。

25 2.17 強盗 ナデジュディンスキー地区

デ・フリーズ村の家屋に４人組が侵入，けん銃のようなもので家
の主人を脅迫し暴行を加え，現金約５０万ルーブル，貴金属等を
強取し逃走した。捜査の結果，ウスリースク市内において犯人グ
ループ全員が逮捕された。

26 2.17 殺人 レソザヴォツク市

シビリツェヴァ通り所在のアパートにおいて，暴行を受けた跡の
ある３名（４２歳と４９歳の男性，４１歳の女性）の死体が発見さ
れた。捜査の結果，知り合いとみられる４１歳の男が逮捕され
た。飲酒の場で口論となり，３名を撲殺したと供述している。

27 2.18 強盗 ウラジオストク市
カリーニン通りを通行中の２８歳男性が，３人組にナイフで脅迫さ
れ現金を強取された。間もなく犯人グループは逮捕された。

28 2.20 強盗 ウラジオストク市

ルガヴァヤ通り所在の家屋入り口付近において，男が年配女性
の頭部を殴り，所持品を奪おうとしている現場を通行人が発見，
その場で男は取り押さえられた。強盗容疑で３７歳の男が逮捕さ
れた。

29 2.25 強盗 レソザヴォツク市

ネフスコエ村居住の７４歳女性宅に，ナイフを所持した男が侵
入，女性を脅し現金を奪い，逃走した。捜査の結果，前科のあ
る５３歳男が逮捕された。

30 2.27 強盗 ウラジオストク市

午前４時頃，モギレフスカヤ通りにおいて，マスク姿の３人組
が，高級車に乗っていた運転手を降車させ暴行を加え，車を
奪って逃走した。盗まれた車はアルチョム市内で発見された。強
盗事件として捜査中。



31 3.6 強盗 チュグエフスキー地区

チュグエフカ村バクザルナヤ通りに一時滞在中の中国人ビジネス
マンの部屋に，男が侵入し，凶器で脅迫し現金１００万ルーブル
以上を強取し，逃走した。捜査の結果，地元に住む２０歳男が逮
捕された。

32 3.17 強盗
スパースク・

ダリニー市

ゼレノフカ村所在の家屋に，マスク姿の２人組が侵入，家の主人
をナイフで脅迫し金銭を要求した。家の主人が応戦し，ナイフを
取り上げ抵抗したため，傷を負った犯人グループは逃走した。間
もなく４８歳と２９歳の男が逮捕された。

33 3.17 殺人 ウラジオストク市

ウスペンスコヴァ通り所在のアパートにおいて，暴行を受けた跡
のある４１歳男性の死体が発見された。捜査の結果，地元に住む
３４歳男性が逮捕された。飲酒の席で口論となり，撲殺したと供
述している。

34 3.19 強姦 ウラジオストク市

ピエルヴォマイスキー地区において，１６歳の少女が男に襲わ
れ，暴行を受けたのち強姦された。男は逃走しており，現在捜
査中。

35 3.22
強姦
殺人

オクチャブリスキー地区

ポクロフカ村の墓地において，４１歳女性の死体が発見された。
殺人の容疑で１４歳の少年２名が逮捕された。２名は女性を順番
に強姦した後刺殺したと供述している。女性の首には無数の刃
物傷が残されていた。

36 3.25 殺人 カヴァレロフスキー地区

ゼルカラナヤ川の川岸において，暴行された跡のある４４歳男性
の死体が発見された。捜査の結果，知り合いとみられる３３歳と
３２歳の男，１５歳の少年が逮捕された。飲酒の場で口論となり
撲殺し，証拠隠滅を図るため死体を川に投げ捨てたと供述してい
る。

37 3.30 殺人 ホロリスキー地区

レーニンスカヤ通りにおいて，暴行を受け，頭部に損傷のある３
５歳男性の死体が発見された。捜査の結果，２８歳の男が逮捕
された。

38 3.31 殺人 ウスリースク市

４７歳の男性が同居者の女性（４１歳）をナイフで刺し殺して、腹
部の肉を切り出して、焼いた。殺人の理由は、嫉妬だったと逮
捕された容疑者が供述している。

39 4.7 強姦 ウラジオストク市

ウズベキスタン人の男（３８歳）が１５歳の少女をドライブに誘
い、途中で車を止め、人気のないところで少女を強姦した。４月
８日、容疑者は逮捕された。

40 4.8 強姦 ウラジオストク市

２３歳の男が女性を強姦し、車に連れ込んだが、交通警察がウラ
ジオストク市ルースカヤ通りで容疑者の車を止め、容疑者を逮捕
した。



41 4.9
殺人
放火

ウラジオストク市

消防隊がナディバイゼ通りアパートの火事の消火の際、刺殺され
た男性の遺体を発見した。捜査機関は殺人罪で刑事事件を提起
した。捜査の過程において、殺害された男性と同居していた女
（２７歳）が同男性と喧嘩となり、数回ナイフで刺して殺したと供
述した。その後、犯罪を隠すため、別の男友達と共に灯油を買
い、アパートを放火した。容疑者と共犯者の男は逮捕されてい
る。

42
4.10

（報道日）
強盗 ウラジオストク市

若い男に２人の女性がそれぞれハンドバッグを強奪され、被害者
から警察に被害届が提出された。被害品は財布、書類、銀行
カード等であった。警察は20歳の男を容疑者として逮捕し、同容
疑者は犯行を自供している。

43 4.13 傷害致死 チュグエフカ村

２３歳の女性が酔った上で３５歳の男性と喧嘩となり、その男性
をナイフで刺した。同日、男性が搬送先の病院で出血のため死
亡した。女性に対して刑事事件が提起された。

44 4.18 殺人 ボリソフカ村

７２歳の男性の遺体が発見され、殺人事件として提起された。捜
査機関は、死体発見現場で容疑者の指紋を検出した。その指紋
は、刑務所の警備員（２４歳）の指紋であることが判明。捜査
機関が同警備員の自宅の捜索を行った結果、殺された男性の所
有物を発見し、同警備員は逮捕された。

45
4.29

(報道日）
傷害

ボリショイ・
カーメニ市

２人の北朝鮮人が喧嘩し、一方が相手の胸をナイフで刺し、被害
者は入院した。容疑者(２８歳）は逮捕され、傷害事件として提
起された。容疑者は犯行を認めている。

46
H26.4.30
（報道日）

強盗
スパースク・

ダリニー市郊外

３人の男らが３４歳の男性を拳銃で脅し金銭を要求した。被害者
は現金を所持していなかったため、銀行まで連れていかれ、５万
ルーブルを出金させられ、容疑者らに奪われた。その後、同被
害者が警察に通報し、警察は事件現場で容疑者らの指紋を検出
し、容疑者らの身元を特定した。内務局と連邦保安庁との合同
捜査で３人の容疑者（２６歳、２１歳、１９歳の男）が逮捕され
た。

47
H26.5.2

（報道日）
強盗

スパースク・
ダリニー市

前科のある３３歳の男が女性（８４歳）の家の窓ガラスを割り侵
入し、同女性に対して金銭を要求し、２千ルーブルを奪い逃走し
た。容疑者は逮捕され、犯行を認めている。

48 5.2 殺人 ウラジオストク市

午前２時頃、ゴルナヤ通りにおいて、ウズベキスタン人の掃除夫
（３４歳）と不詳の男が喧嘩し、同掃除夫は容疑者の男に拳銃
で頭部を２回撃たれ、事件現場で死亡が確認された。犯人は逃
走している。

49
5.3

（報道日）
傷害

ダリネレチェン

キー地区

ある家庭で誕生日を祝っている最中、男（２７歳）が酔っぱら
い、同所にいた者と喧嘩となり、ナイフで刺し逃走したが、後に
逮捕された。

50
5.5

（報道日）
強盗 ウラジオストク市

ゲロエフ・ハサーナ通り所在の店舗近くで、男（30歳）が男性を
殴打し、１千ルーブルを奪い逃走した。被害者の男性が警察に通
報し、容疑者（前科あり）は逮捕された。同容疑者は犯行を認
めている。



51
5.5

（報道日）
強盗 ウスリースク市

ブリューヘラ大通りにおいて、２人の男が１７歳の男性を襲い、車
のトランクに同被害男性を閉じ込め、同市ネクラソヴァ通りにある
ガレージ敷地内に運び込み、同所で犯人らは被害者を殴り、金
銭と携帯電話を奪い逃走した。被害者は逃走した犯人らの乗車
した車両ナンバーを覚えており、警察に通報した。後に同車両は
警察により発見され、同車両に乗車していた容疑者の1人が逮捕
された。もう1人の容疑者の捜索が続けられている。

52
5.5

（報道日）
傷害 レソザヴォツク市

ペトロヴァ通りの売店近くに刃物で刺され負傷している男性（１９
歳）がいるとの通報があり、駆けつけた警察は目撃者の情報に
より、現場から３００メートル離れた場所で疑わしい男を確保し
た。同容疑者を警察署に同行し取調べたところ、犯行を自供し
た。身元確認から同容疑者は前科２犯のレソザヴォツク市在住の
男（４３歳）であることが分かった。

53
5.6

（報道日）
殺人

テルネイ村

村から１００ｋｍ離れた河岸において殺害された男性の遺体が発
見された。捜査の結果、２人同乗のトラック運転手らがハバロフ
スク市からウラジオストク市に向う道中、休憩時に飲酒した上で
喧嘩し、一方の運転手が相手をナイフで刺し殺し、遺体を川へ投
げ込んだことが判明した。容疑者は逮捕され、殺害を自供して
いる。

54
5.7

（報道日）
傷害

ナデジェジンス
キー

地区

バラノフスカヤ駅において、前科のある男（６１歳）が２３歳の女
性と飲酒していたところ、嫉妬を理由とした喧嘩となりナイフで同
女性を刺した。男はその場で捕らえられ、警察に連行された。

55 5.8 傷害
（銃器使用）

ウラジオストク市

午後８時頃、ウズベキスタン人の労働者らとその上司にあたる者
が喧嘩し、同上司によって一人のウズベキスタン人が拳銃で撃た
れた。被害者は入院し、容疑者である同上司は取調べを受けて
いる。

56 5.9 殺人 ダリネゴルスク市

４月革命５０年通りのアパートにおいて、２２歳の男が同居人であ
る３２歳の女性と喧嘩し、男がナイフで女性の腹部を複数回刺
し、殺害した。容疑者である男は逮捕れた。

57 5.10 傷害致死 ウラジオストク市

ボリシェンコ通りにある建物の廊下で男性の遺体が発見された。
この建物に住んでいる男性（２９歳）が逮捕され、被害者とつか
み合いの喧嘩をしたと供述している。

58 5.12 殺人 ウラジオストク市

午前２時５０分頃、ヴャゾヴァヤ通り２番地の敷地内において駐
車場の警備員（４４歳・ウズベキスタン人）が何者かにより射殺
された。犯人は逃走している。

59
5.12

（報道日）
傷害

スパースク・
ダリニー市

友人である２人の女が酒を飲んで喧嘩し、３１歳の女が３４歳の
女をナイフで刺した。刺した女は逮捕され、犯行を認めている。

60 5.12 傷害 ドゥナイ村

午前４時頃、飲食店でお酒を飲んでいた男らが喧嘩を始め、カ
フェから外に出て外傷性拳銃でお互いを撃ち合った。その結果、
２人が傷を負って、そのうち１人が入院した。警察は現場から、１
４人の男性（２１歳から５１歳・全員ウラジオストク市在住）を取
調べのため警察署に連行した。



61 5.13 殺人 ウラジオストク市

ドブロヴォリスコゴ通りのアパートで刺殺された男性（６０歳）の
遺体が発見された。捜査により男性が数日前に死亡したことが分
かった。捜査当局は、同男性が知り合いと酒を飲んだときに喧
嘩し、その結果殺されたと見ている。

62
5.15

（報道日）
強盗 ウラジオストク市

拳銃を持った男性たちが、市内所在の会社事務所にいた会計士
を襲い、６０万ルーブルを奪った。警察は事件現場から指紋を検
出し、容疑者は逮捕された。容疑者の一人（２０歳の男）が以
前、当該会社で働いていたことが明らかになった。

63
5.19

（報道日）
殺人 パルチザンスク市

レルモントヴァ通りで取っ組み合いの喧嘩が起きているという通
報が警察に入り、当局が現場に向かったところ、４４歳の男性の
遺体が発見された。後に殺人の容疑で前科のあるパルチザンス
ク在住の者が逮捕された。容疑者は犯行を認めている。

64 5.19 殺人 ナホトカ市

５月１９日の夜、ナホトカ市内で５歳の少女が行方不明になった。
捜索の結果、殺された少女の遺体がナホトカ市マヤコフスコゴ通
り近くの森林で発見された。殺人の容疑で１８歳の男性が逮捕さ
れているが、引き続き捜査が続けられている。

65 5.19 殺人 パルチザンスキー地区

パルチザンスキー地区の警察に地元住民から男性と女性の遺体
を発見したとの通報が入り、捜査官が現場に向かい、殺害され
た男性（５９歳）と女性（３０歳）を確認し身元を調べた。捜査
の結果、殺人の容疑で沿海地方チュグエフカ村に居住の前科の
ある男（２５歳）が逮捕された。

66
5.23

(報道日）
強盗 ナホトカ市

ポグラニチナヤ通りで前科のある男（４１歳）が男性を脅し携帯
電話２台と金を奪った。被害者が通報し捜査の結果、同容疑者
は逮捕された。

67
5.26

（報道日）
傷害致死

ミハイロフスキー
地区

オシノフカ村

前科のある３７歳の男が２７歳の知り合いの男性と酒を飲み喧嘩
となった。３７歳の男は棒で、相手男性の頭部を数回打ち、死亡
させた。容疑者は逮捕され、犯行を認めている。

68
5.26

（報道日）
殺人 アルチョム市

チェルノモルスカヤ通りのアパートに居住する３７歳の男が同ア
パートに居住する３３歳の男性と喧嘩となり、同３３歳男性をナイ
フで刺し殺した。容疑者は逮捕され、犯行を認めている。

69 5.26 殺人 フォキノ市

ポストニコヴァ通りのアパートで継子（２３歳）と義父（５３歳）
が喧嘩となり、同継子が同義父の胸をナイフで刺した。刺された
義父は病院に搬送されたが同院で死亡した。容疑者は逮捕され
犯行を認めている。殺人罪で刑事事件が提起された。

70
5.28

（報道日）
傷害致死

ハサンスキー地区

プリモルスキー村

前科のある男（４４歳）が知人男性（５２歳）の家で共に酒を飲
み、喧嘩となった。４４歳の男が知人男性の頭を数回殴り、事態
を知った隣人が警察に通報したが、殴られた男性は救急車内で
死亡した。容疑者は逮捕された。



71
5.29

（報道日）
強盗 アルチョム市

フルンゼ通り所在アパートの７２歳女性宅に前科がある男２人（３
３歳と３０歳）が侵入し３万ルーブルを奪った。犯行時、男らは
酔っていた。同容疑者らは逮捕されている。

72 5.31 強盗 ウラジオストク市

午前９時頃、ナイトクラブ帰りの被害者ら２名は同クラブの近くに
いた若いコーカサス系の男２人に声をかけて、タクシーの相乗り
を提案した。被害者らは同男2人組と乗車中、途中で別の車に乗
り換えるように言われた。車を乗り換えた後、被害者らは犯人ら
（同２人組）に車から放り出され、殴られた上、財布を含む所持
品を奪われた。被害者の1人は入院し、犯人の１人は逮捕され
た。

73 6.2 殺人 ウスリースク市

ブリューヘラ通り所在マンションの廊下で絞殺された男性の遺体
が発見された。警察が被害者の身元を確認し、同マンションの住
民（２９歳）であることが判った。捜査の結果、容疑者２人（２
４歳と２７歳）が逮捕された。容疑者の２人と被害者が酒を飲
み、つかみ合いになり２人で被害者を絞め殺したと容疑者らは犯
行を自供した。

74 6.6 殺人 ウスリースク市

スハノヴァ通り所在のガレージで６７歳の男性が５０歳の知人と酒
を飲み、喧嘩となった。知人の男（50歳）がナイフで相手を刺
し、刺された男性は事件現場で死亡した。容疑者は逮捕され
た。

75
6.6

（報道日）
強盗 ザヴォツコイ村

酒に酔った３人組の男ら（２２歳、２３歳と３５歳）が村に居住す
る被害者男性のアパートに押し入って、金を要求した。同男性が
金はないと拒否したところ、犯人らは金属性の棒で彼を殴り、２
万ルーブルを奪った。後に容疑者３人は逮捕されている。

76
6.9

(報道日）
殺人

パルチザンスキー

地区
カザンカ村

前科のある男（２４歳）が食堂で４１歳の男性と喧嘩となり、２４
歳の男が銃で相手を撃ち、撃たれた男性は現場で死亡した。犯
人は逮捕され犯行を認めている。

77
6.9

(報道日）
殺人 ウスリースク市

スヴォロヴァ通りのアパートで殺害された男性の遺体が発見され
た。捜査の結果、殺人の容疑で同アパート居住の女（２５歳）が
逮捕された。捜査の過程で、容疑者が男性（４２歳）と酒を飲み
喧嘩となり、ナイフで刺し殺したことが明らかになった。

78 6.10 殺人 アルセニエフ市

市内アパートの廊下で殺害された男性の遺体が発見された。警
察が身元を確認したところ、被害者は沿海地方チェルヌィシェフ
カ村の住民（２９歳）であると分かった。捜査の結果、殺人の容
疑で４０歳の男が逮捕された。容疑者の男は、被害者と酒を飲
み喧嘩となり、相手を刺し殺したと供述している。

79 6.11 傷害致死
ボリショイ・
カーメニ市

11日夜、カール・マルクス通りにおいて男性の遺体が発見され
た。傷害致死罪で刑事事件が提起され、捜査の結果、同容疑で
地元住民２人が逮捕された。容疑者の２人は男性を殴り、頭にコ
ンクリート製のゴミ箱をぶつけたと供述している。

80
6.16

（報道日）
殺人 ウラジオストク市

クトゥゾヴァ通りにあるアパートの廊下で殺害された男性の遺体
が発見された。警察が被害者の身元を確認し、捜査した結果、
前科のある２０歳の男が逮捕された。警察によると、事件当日、
被害者が容疑者と酒を飲み、喧嘩となり殴り合った上、容疑者
が相手を数回ナイフで刺し、槌を当て殺害したことが明らかと
なった。



81
6.16

（報道日）
殺人

ウラジオストク市

及び
アルチョム市

６月１３日、ウラジオストク市郊外で前科のある男２人組（３４歳
と３２歳）が、金を盗む目的で２人の男性（２８歳と３２歳）を
ロープで絞め殺した。犯人らは、さらに遺体を運んで隠す目的で
通行中の車を止めて、同車両の運転手（５７歳）をロープで絞め
殺した。６月１５日、犯人らは再度、別の車を止め、同車両の運
転手（５３歳）をベルトで絞め殺害した。その後、犯人らはアル
チョム市で交通事故を起こし、事故現場に来た交通警察の職員
が車両トランク内の遺体を発見し、犯人らは逮捕された。

82 6.19 傷害 ウラジオストク市

２名の男性（２７歳と３３歳）が酒を飲んだ際、殴り合いの喧嘩
となり、２７歳の男が３３歳の男性をナイフで刺した。ナイフを使
用した男は逮捕された。

83 6.19 殺人 ウラジオストク市

ガマルニカ通り所在のマンション廊下で女性の遺体が発見され
た。捜査の結果、女性が知り合いの男(２１歳）と酒を飲み喧嘩
となり、男がガラス瓶の欠片で女性の首を切り、殺害したことが
明らかとなった。男は逮捕され、犯行を認めている。

84 6.20 殺人 アルチョム市

セヴェルナヤ通り居住の６８歳の女性に雇われ家事手伝いをして
いた男が、雇い主をナイフで刺殺し、携帯電話と８千ルーブルを
盗み、証拠隠滅のため、同女宅を放火した。後に逮捕された容
疑者は雇い主である被害者から給料が全額支払われなかったこ
とから犯行に及んだと供述している。

85
6.23

(報道日）
傷害 ダリネゴルスク市

オシペンコ通りで２人の男性（２４歳と２２歳）が殴り合いの喧嘩
となり、前科のある２４歳の男が相手男性をナイフで刺した。ナイ
フを使用した男は逮捕された。

86
6.23

(報道日）
殺人

ボリショイ・
カーメニ市

男女（男３人女１人）が森林で酒を飲み喧嘩となり、２人の男が
１人の男性を殴り、女が殴られた同男性を絞殺した。容疑者３人
は逮捕され、犯行を認めた。

87
6.23

(報道日）
殺人 ウラジオストク市

男性（３０代）は、知人女性宅にて同女と喧嘩となり、電気器具
コードで同女を絞殺した。犯行時、同女の息子（１１歳）が友人
と共に帰宅し、犯人は息子と友人をナイフで刺した。そのうち、
息子は死亡した。その後、犯人は同所から５万６千ルーブル以上
の金品を窃取し放火した。沿海地方裁判所は、この事件に関す
る裁判審理を行って、逮捕された容疑者を有罪と認め、自由剥
奪２５年の判決を言い渡した。

88
6.24

(報道日）
傷害 ウラジオストク市

ゴヴァヤ通り所在マンションの廊下で２人の男が喧嘩となり、そ
の１人(５５歳）が相手（６７歳）をナイフで刺した。容疑者は逮
捕されている。

89
6.28

（報道日）
傷害 ウラジオストク市

ノヴォジロヴァ通り所在のマンション内において、隣人同士２人の
男が喧嘩となり、１人（３１歳）が外傷性拳銃で相手を撃ち怪我
を負わせた。撃たれた男性は病院に入院し、撃った男は逮捕さ
れた。

90 H26.6.28 殺人 ウラジオストク市

２８日の夜、キロヴァ通り所在建物のエレベーターで刺し傷を
負った男性が意識のない状態で発見された。救急隊が到着する
も男性は同所で死亡した。警察が本事件を捜査している。



91
7.1

(報道日)
強姦

テルネイ村 ４０歳の男が１６歳の少女を強姦し、少女の父親が警察に被害届
を提出した。容疑者は逮捕され、犯行を自供している。

92 7.2 傷害致死 フォキノ市

カール・マルクス通りで腹部の傷を負った男性の遺体が発見さ
れ、捜査機関は、傷害致死罪で刑事事件を提起した。同罪の容
疑で４０歳の男性が逮捕された。容疑者の供述によると６月３０
日、知合い（３９歳）と酒を飲み喧嘩となり、同人をナイフで刺
したと述べている。

93
7.4

(報道日)
強盗 ナホトカ市

３３歳の男（前科なし）が、手榴弾を手にして薬局に飛び込み、
金を店員に要求した。犯人は薬局の警備員に取り押さえられ警
察に連行された。強盗罪により刑事事件が提起された。

94
7.7

(報道日)
殺人 ノヴォニコリスク村

コルホズナヤ通りで３４歳の男（前科あり）が酒に酔い、知合い
の女性を絞殺した。その２ヵ月半後、同容疑者が同村ソヴェツカ
ヤ通りで酒に酔った状態で知合いの男性を殴った上、絞殺した。
警察は同容疑者を逮捕し、本事件は裁判で審理され、被告人に
終身刑の判決が下された。

95
7.9

(報道日)
殺人 ウラジオストク市

５月、タタルスカヤ通りでホームレス３人がアルコール飲料を飲
み喧嘩となった。一人がナイフで一人の相手胸部を２回刺し殺し
た。その後、容疑者が遺体を下水管に投げ込んだ。２ヵ月後、
遺体が発見され、殺人の容疑で前科のある３０歳の男が逮捕さ
れた。

96
7.9

(報道日)
傷害 ウスリースク市

ウリツコゴ通りにおいて３３歳の男性と義母（５７歳）が飲酒した
後に喧嘩となり、義母が男性をナイフで刺し、男性は入院した。
容疑者の義母は警察に連行され犯行を認めた。

97
7.11

(報道日)
誘拐

チュグエフスキー

地区
シュムヌィ村

前科のある二人組の男（２０歳と２４歳)が２６歳の男性を強制的
に車に乗せ、誘拐した。目撃者から通報を受けた警察は、ウス
リースク市周辺で犯人の車を止め、誘拐された男性を解放し、容
疑者２人を逮捕した。

98
7.11

(報道日)
強盗

ウラジオストク市

他

ウラジオストク市及び沿海地方のナデジディンスキー地区にある商
店やガソリンスタンドを強盗した犯罪グループ８人が逮捕された。
犯人の年齢は、２１歳から３９歳。犯人らは、武器と数台の自動
車を使用し、強盗を繰り返していた。容疑者全員が拘留され、
捜査が続けられている。

99 7.13 殺人 ルチェゴルスク村

第２ミクロライオン通りのアパートで刺殺された男性（２９歳）の
遺体が発見され、殺人の容疑で被害者の弟（１９歳）が逮捕さ
れた。捜査当局によると、兄弟が一緒に酒を飲み喧嘩となり、弟
が兄の胸をナイフで刺し殺した伝えている。

100
7.14

(報道日)
殺人 パッスコイェ村

クラスノグヴァルデイスカヤ通りで刺殺された男性（４２歳）の遺
体が発見された。殺人の容疑で前科のある３７歳の男が逮捕さ
れた。犯人は、被害者と一緒に酒を飲み喧嘩となり、相手をナイ
フで刺した。被害者は負った傷により現場で死亡した。



101
7.14

(報道日)
傷害

沿海地方
ムラヴィナヤ湾

の砂浜

３２歳と４５歳の男性２人が酒に酔い喧嘩し、４５歳の男がガス銃
で相手の胸部を撃った。被害者が傷を負い病院に運ばれ、警察
は容疑者を逮捕した。悪質な傷害の事実により刑事事件が提起
された。

102
7.15

(報道日)
強盗殺人 ウラジオストク市

兄妹が隣人男性のアパートに侵入し、男性を殺害し、金と貴重品
を盗んだ。犯人らは犯跡を隠蔽するために被害者の死体を車に
乗せ、放火した。この事件に関する裁判審理で、被告２人の有
罪が認められた。女は懲役１６年、男性は懲役２６年６ヶ月の刑
を宣告された。

103
7.16

(報道日)
殺人 ウスリースク市

市内のゴミ捨て場で殺害された女性（６４歳）の遺体が発見さ
れ、後日、殺人の容疑で３１歳の男が逮捕された。容疑者は被
害者と酒を飲み喧嘩となりナイフで刺したと自供している。また
犯跡を隠蔽するため、死体を郊外にあるゴミ捨て場に運んだと述
べている。

104 7.16 殺人 ウラジオストク市

ルゴヴァヤ通り所在のアパートで刺殺された男性（３８歳）の遺
体が発見され、殺人の容疑で被害者と同居していた女（３５歳）
が逮捕された。容疑者と被害者が酒を飲み喧嘩となり、容疑者
が男性をナイフで刺し殺したものであると捜査当局は説明してい
る。

105 7.19 殺人 ウスリースク市

アルセニエヴァ通りにあるアパートで双子の兄弟（３８歳）が喧
嘩し、一方が相手を紐で絞め殺した。その後、犯人が遺体を切
断しようとしたが、途中でやめ警察に連絡し犯行を自白した。殺
人の事実により刑事事件が提起された。

106
7.21

(報道日)
殺人

チェルニゴフ

スキー地区

モナスツィリシェ
村

村内で殺害された男性２名の遺体が発見された。近くには凶器と
して使用されたと推認されるナイフが見つかった。後に殺人の容
疑で３０歳の男が逮捕され、容疑者は犯行を認めている。

107
7.23

（報道日）
傷害 ダリネレチェンスク市

テレグラフナヤ通り居住の夫婦が酒を飲み喧嘩となり、妻が包丁
で夫（４０歳）を数回刺し、夫は入院した。警察は事件に関する
取調べを行っている。

108
7.23

（報道日）
強盗 アルチョム市

市近郊で１５歳と１６歳の未成年２人が、現金を輸送していた運送
業者を銃で脅し、同車両から１５０万ルーブルを強奪した。後
日、容疑者らは逮捕された。容疑者らは奪った金で自動車、携
帯電話と高級酒などを購入していた。

109
7.25

(報道日)
傷害致死 クロウノフカ村

前科のある男（３９歳）が妻（３３歳）と酒を飲み喧嘩となり、
男が妻を殴ったことにより妻は現場で死亡した。男は逮捕され犯
行を認めている。傷害致死により刑事事件が提起された。

110 7.25 殺人 ウラジオストク市

カリーニナ通りにあるマンションで刺殺された男性（５４歳）の遺
体が発見され、殺人により刑事事件が提起された。同じ建物に
住んでいる男が逮捕され、男は被害者の胸部をナイフで刺して殺
したと自供している。

111
7.28

(報道日）
殺人

ハサンスキー地区

クラスキノ村

村内で男性が刺殺され、殺人により刑事事件が提起された。後
に殺人の容疑で３５歳の男性が逮捕され、容疑者は被害者をナイ
フで２回以上刺して殺したと供述している。

112 7.29 殺人 ウラジオストク市

２９日午後８時４０分頃、ルースカヤ通り４６番地の「グランド」
(Гранд)ショッピング・センター内において、若い男が店員
の女性と少し会話をした後、同店員の胸をナイフで刺し、逃走し
た。同店員は救急車が到着するまでに現場で死亡した。殺人に
より刑事事件が提起され、容疑者の捜索が続けられている。



113 8.1 強姦
ボリショイ・

カーメニ市
レベデヴァ通りにおいて、２６歳の男が１７歳の女性を強姦した。
男は逮捕され刑事事件が提起された。

114
8.1

(報道日)
傷害

オクチャブリ
スキー地区

前科のある３１歳の男が２１歳の知り合いの男性と家で酒を飲み喧
嘩となり、31歳の男が知り合いをナイフで刺し、刺された男性は
入院した。容疑者は逮捕され犯行を認めている。重度傷害によ
り刑事事件が提起された。

115
8.4

(報道日)
窃盗 レソザヴォドスク市

前科のある２６歳の男が、５５歳の女性が住んでいる住宅の窓ガ
ラスを割り侵入し、携帯電話と現金を盗んだ。容疑者は逮捕され
犯行を認めており、盗んだ携帯電話と現金は押収された。窃盗
により刑事事件が提起された。

116
8.4

(報道日)
傷害致死 ウラジオストク市

シェペトコヴァ通り所在のアパートにおいて、夫婦が喧嘩し、妻
（３４歳）が夫（４４歳）の頭を数回、腰掛で殴打した。夫は現
場で死亡が確認された。傷害致死により刑事事件が提起され
た。

117 8.4 殺人 ウラジオストク市

アドミラーラ・クズネツォヴァ通り９２番地において、息子（２４
歳）が母親（４６歳）と喧嘩し、複数回ナイフで刺し殺した。容
疑者は逮捕され、犯行を認めている。殺害により刑事事件が提
起された。

118
8.5

(報道日）
傷害 ポグラニチヌィ地区

男性２人が酒を飲み喧嘩となり、前科のある５４歳の男が相手を
ナイフで刺した。被害者がポグラニチヌィ地区病院に入院し、容
疑者は逮捕された。重度傷害により刑事事件が提起された。

119
8.9

（報道日）
傷害 アルセニエフ市

同居している男（４８歳）女（３３歳）が酒を飲み喧嘩となり、
女が男性をナイフで刺し、男性は搬送され入院した。女は逮捕さ
れている。重度傷害により刑事事件が提起された。

120
8.9

（報道日）
強盗 ウラジオストク市

サフォノヴァ通り８番地の近くで麻薬中毒者の男（２７歳）が３２
歳の男性を殴り、金と携帯電話を盗んだ。被害者がこの事件を
警察に通報し、容疑者は逮捕された。容疑者は犯行を認めてい
る。強盗により刑事事件が提起された。

121
8.10

(報道日)
傷害致死 ナホトカ市

３０歳の男が知合いの夫婦と酒を飲み喧嘩となり、男は夫婦をナ
イフで刺し逃走した。３６歳の夫は刺し傷により死亡し、妻は入
院した。警察は容疑者を逮捕した。

122
8.14

（報道日）
傷害致死 パルチザンスク市

パルホメンコ通りにおいて、男２人が酒を飲み喧嘩となり、一方
の男が相手を殴り、殴られた男は負った傷により現場で死亡し
た。殴った男は逮捕された。

123
8.15

（報道日）
殺人 ウラジオストク市

ジグーラ通りのアパートにおいて、前科のある４０歳の男が３５歳
の知り合いの男性と喧嘩となり相手をナイフで刺した。被害者は
刺し傷により現場で死亡した。容疑者は逮捕され犯行を認めた。

124
8.16

（報道日）
傷害致死

スパスク・
ダーリニー市

デルベニョヴァ通りのアパートにおいて、４０歳の男が知り合い
の女性（４５歳）と酒を飲み喧嘩となり、男が女性をナイフで刺
した。女性は死亡し、男は逮捕され犯行を認めた。



125 8.18 傷害 ウラジオストク市

昼間、女性の実業家がスヴェトランスカヤ通りのオフィスを出
て、車に乗ろうとした際、彼女に男２人組が近づき、女性の顔と
体に酸をかけて逃走した。女性は酸による火傷を負い、救急車
で病院に搬送された。犯人の捜索が続けられている。

126
8.19

（報道日）
傷害 フォーキノ市

２５歳の女が隣人男性（５０歳）と喧嘩し男性の胸部をナイフで
刺した。刺され男性はフォーキノ市立病院に入院した。女は逮捕
され犯行を認めた。重度傷害により刑事事件が提起された。

127
8.19

（報道日）
殺人

（タクシー内）
アルチョム市

２７歳の男がタクシーに乗り、女性運転手（５５歳）から料金を
聞いて激高し、同運転手を数回ナイフで刺した。運転手は刺し傷
により死亡した。容疑者は逮捕され殺害により刑事事件が提起さ
れた。

128
8.20

（報道日）
強盗 ウラジオストク市

市内アパートに強盗が入り、テレビ、カメラ、ノートパソコンと現
金が奪われた。被害者（５６歳）によると、損害金額は２５万
ルーブル。警察は、沿海地方トゥルドヴォエ村居住で前科のある
容疑者を逮捕した。容疑者は押し込み強盗の余罪事件７件を自
供している。

129
8.20

（報道日）
殺人・
自殺

ハサンスキー地区

クラフツォフカ村

村近くの森林で男性（５２歳）と女性（４７歳）の遺体が発見さ
れた。遺体近くに銃と遺書があった。遺書には、男性が妻を殺
したので自殺することにしたと書かれていた。当局による捜査が
続けられている。

130
8.20

（報道日）
殺人 ナホトカ市

ゴーリキー通り所在のアパートにおいて、５３歳の男が６６歳の男
性と酒を飲み喧嘩となり、５３歳の男が相手をナイフで刺し、被
害者は出血多量により死亡した。刺した男は逮捕され、犯行を
認めた。

131 8.21 傷害致死
（銃器使用）

ミハイロフスキー

地区

男性２名（４１歳と３２歳）が酒を飲み喧嘩となり、４１歳の男が
銃で相手を撃ち、撃たれた男性は病院で死亡した。加害者は逮
捕された。

132
8.22

（報道日）
傷害致死

ミハイロフスキー

地区
オシノフカ村

レーニン通りにおいて２０歳の男２人が酒を飲み喧嘩となり、一
方の男が相手を殴り死亡させた。殴った男は逮捕された。

133 8.23 殺人 ヴランゲリ村

バブキナ通りのアパートで４人を刺し殺した容疑でウスリースク市
在住の容疑者（２４歳）が逮捕された。当日、容疑者は偶然に
知り合った４人と酒を飲んで喧嘩をしたことが明らかになった。
容疑者は犯行を自供している。

134
8.28

（報道日）
恐喝

アルセニエフ市
ウラジオストク市

沿海地方内務局刑事部組織犯罪対策課は、特別オペレーション
を行い、アルセニエフ市とウラジオストク市において「ボクサー」
という犯罪グループの３人（４７歳、２５歳、３９歳）を逮捕し
た。犯罪グループの主な活動は恐喝であった。犯罪者は被害者
を恐喝し金品をゆすりとっていた。恐喝により刑事事件が提起さ
れた。

135
8.29

（報道日）
殺人 パルチザンスク市

２人組の少年（１５歳と１８歳）が、１５歳の少年を殴り殺した。
地元の住民が少年の遺体を発見し警察に通報した。警察による
捜査が続けられている。

136
8.29

（報道日）
強盗未遂 アルチョム市

H26年５月、２人組の男が酒を飲んだ際に強盗を企てた。男らは
目出し帽を被り、年配女性のアパートを訪れ配管工と名乗った。
女性が扉を開けたところアパートに押し入って３万ルーブルを強
奪したが、女性が大声を出したことで、隣人が駆けつけ犯人らは
取り押さえられた。



137 8.30 傷害
（銃器使用）

パルチザンスキー

地区

カフェの経営者が男性に外傷性拳銃（トラウマ銃）を撃った。撃
たれた男性は病院の集中治療室に運ばれたが昏睡状態となって
いる。

138
9.1

（報道日）
殺人

ミハイロフスキー
地区

２６歳の男が知り合いの女性（４０歳）と酒を飲み喧嘩となり、
男が女性を絞殺した。容疑者は逮捕され犯行を自供した。

139
9.5

（報道日）
傷害致死

ミハイロフスキー

地区

ミハイロフカ村

タクシーに乗っていた男性２人（３０歳と４０歳）が喧嘩となり、
３０歳の男がナイフで相手を刺し、刺された男性は現場で死亡し
た。容疑者は逮捕された。

140
9.5

（報道日）
殺人 アルセニエフ市

同居中の男性（３１歳）と女（２５歳）が酒を飲み喧嘩となり、
女が男性の胸部をナイフで刺し、男性は死亡した。女は逮捕され
犯行を認めた。

141
9.8

（報道日）
窃盗 テルネイ村

年金生活者の男性（７０歳）が外出の際、自宅の鍵を閉め忘
れ、泥棒に入られ２万５千ルーブル盗まれた。警察が現場にて証
拠を採取し、容疑者（２２歳）を逮捕した。

142
9.8

（報道日）
傷害 ウスリースク市

キーロヴァ通り所在のアパートにおいて、２２歳の女性が同居者
の男性と酒を飲み喧嘩となり男性をナイフで刺した。容疑者は警
察に連行され犯行を自供した。

143
9.8

（報道日）
傷害致死

ダリネゴルスキー

地区
セルジャントヴォ

村

同居している男女（４９歳と３５歳）が喧嘩し女が木製の棒で男
を殴り死亡させた。女は逮捕され犯行を認めた。

144
9.8

（報道日）
傷害致死

シコトフスキー

地区

ムノゴウドブ
ノイェ村

３６歳の女が知り合いの男性（４８歳）と酒を飲み喧嘩となり、
女が男性を斧で数回切りつけ死亡させた。女は逮捕され犯行を
認めた。

145
9.9

（報道日）
強盗強姦 アルチョム市

前科のある男（２９歳）がタクシーに乗車し、女性運転手（４０
歳）を脅して強姦した上、３千ルーブルを奪い逃走した。被害者
が通報し、後に警察が犯人を逮捕した。

146
9.11

（報道日）
麻薬

ミハイロフスキー
地区

ノヴォジャト
コヴォ村

麻薬流通監督庁は村人の住宅を捜索し、家屋近くに大麻の樹脂
２５リットルが入っている容器を発見し押収した。同村人は自ら大
麻を作り、自宅で保管していた。

147 9.14 殺人 チュグエフカ村

ショフョルスカヤ通り所在の住宅で殺害された女性（３５歳）の
遺体が発見された。捜査当局は被疑者の男（７３歳）と被害者
が酒を飲み喧嘩となり男性が被害者を殴った上、絞殺したとみて
捜査を続けている。

148
9.15

（報道日）
傷害 ウラジオストク市

ドブロヴォリスコゴ通りにおいて、男２人（３５歳と４４歳）が酒
を飲み喧嘩となり、３５歳の男が相手の胸部をナイフで刺した。
被害者は入院し、刺した男は逮捕された。



149
9.16

（報道日）
麻薬 チュグエフスキー地区

地元住民の女が店舗内でヘロインを販売していたとして逮捕され
た。有罪となり自由剥奪１１年が言い渡された。

150
9.１7

（報道日）
傷害致死 ウラジオストク市

ネイブタ通りにおいて、男性２人（４８歳と４６歳）が酒を飲み喧
嘩となり、４６歳の男が相手の首をドライバーで刺し死亡させ
た。男は逮捕され犯行を認めた。

151
9.17

（報道日）
殺人

ナデジェジン

スキー地区

52歳の男が酒に酔った状態で知り合い男性（３２歳）の住宅に侵
入し、男性を数回ナイフで刺し死亡させた。容疑者は逮捕され、
取調べが続けられている。

152
9.17

（報道日）
傷害致死 スパスコエ村

48歳の男が知り合いの青年（１８歳）と酒を飲み、取っ組み合い
の喧嘩となり４８歳の男が相手の首をナイフで刺し死亡させた。
容疑者の男は犯跡を隠蔽するため、被害者の遺体を菜園に隠し
た。隣人女性（６６歳）が遺体を目撃し警察に通報した。容疑者
は逮捕され犯行を自供した。

153 9.20 強盗 ウラジオストク市

午前３時頃、市内スポーツ湾付近を散歩していた中国映画撮影
の関係者がスマートフォンで写真を撮っていたところ、ロシア人
の若者が近づき、スマートフォンをひったくり逃走した。被害者
が警察に通報し容疑者は逮捕された。

154 9.21 殺人 コルサコフカ村

コムソモリスカヤ通り所在の住宅にて、男性（３９歳）の遺体が
発見され、殺人の容疑で被害者の知人男性（４５歳）が逮捕さ
れた。2人で酒を飲んだ際、喧嘩となり容疑者が被害者をナイフ
で刺し殺したものとみて捜査が続けられている。

155 9.22 強盗 ウラジオストク市

午前１時頃、ナーベレジナヤ通り所在のホテル「エクアドル」近く
において、中国人観光客に2人組の男が殴りかかり、約３０万
ルーブルが入っていたカバンを奪い逃走した。

156
9.24

（報道日）
傷害 ポジャルスキー地区

３８歳の男とその元上司（５０歳）が喧嘩し、３８歳の男が相手
を数回ナイフで刺した。刺された元上司は救急車で病院に運ばれ
た。警察は容疑者の身元を割り出し捜索を続けている。悪質な
傷害により刑事事件が提起された。

157
9.25

（報道日）
殺人 ダリネレチェンスク市

プーシキン通りにおいて、ガレージの近くに男性（４６歳）の遺
体が発見された。遺体には、いくつかの刺し傷があった。犯人
の捜索が行われている。

158
9.26

（報道日）
麻薬 ウチョスノイェ村

沿海地方麻薬流通監督庁は、ウチョスノイェ村内において隠し置
かれていたヘロイン２ｋｇを発見、押収した。捜査の結果、所有
者は沿海地方クラスヌィ・ヤール村居住の無職男性（５３歳）で
あることが判明した。

159
9.27

（報道日）
強盗 アルチョム市

１７歳の少年２人組が、銃を模したもので運転手を脅し自動車を
強奪した。自動車の中には金庫があった。少年らは逮捕され犯
行を認め、盗んだ金は使ってしまったと供述している。

160 9.29 殺人 ウラジオストク市

カリーニナ通り所在のマンションで殺人の前科がある男（３５歳）
がナイフで７５歳の女性を刺し殺した。同女性は容疑者の友人に
部屋を貸していたが容疑者がその友人と一緒に住もうとした際、
オーナーである女性に反対され、口論となり殺害に及んだと容疑
者は供述している。



161
9.30

（報道日）
麻薬 沿海地方

９月２７日～２８日、沿海地方麻薬流通監督庁は「ケシ-２０１４」
というオペレーションを実施し、沿海地方全体で自生及び栽培さ
れた大麻を３００キロ以上廃棄した。そのうち、沿海地方スパー
スキー地区、チカロフスコエ村近くで大麻１３８キロ以上を廃棄、
沿海地方クラスノアルメイスキー地区ダリニー・クート村近くで大
麻３６キロ以上を廃棄した。

162
10.2

（報道日）
強盗 ウスリースク市

男３人組が質屋に押し入り、６６万ルーブルする貴金属細工が強
奪された。後に警察は容疑者を３人逮捕した。容疑者の居住ア
パートからは盗まれた貴金属細工が発見された。

163
10.5

(報道日）
傷害

ノヴォシャフ

ティンスキー村

レーニンスカヤ通りにおいて、前科のある男（３０歳）が警察官
と争いになり、その警察官をナイフで刺した。男は逮捕され、刺
された警察官は入院した。

164
10.9

(報道日）
殺人 ウラジオストク市

クラスノゴ・ズナメニ大通り１３３/１番地において、２１歳の男性
（アルセニエフ市の出身）の遺体が発見された。遺体にはアイロ
ンとタバコによる火傷の跡があり、頭部はビニール袋で覆われ首
に紐が巻かれ背中に多数の刺し傷があった。捜査機関による
と、殺人事件の前日、被害者が知人と口論していたことが分
かった。殺人の容疑で同知人の捜索が行われている。

165
10.9

(報道日）
麻薬

パルチザンスク市
ウスリースク市

沿海地方麻薬流通監督庁は、パルチザンスク市とウスリースク市
で麻薬不法取引者をそれぞれ摘発した。パルチザンスク市では２
０１４年8月から自己所有アパートで合成麻薬を販売し中毒者に麻
薬使用のためにアパートを貸していた夫婦を、ウスリースク市で
はアパートの大家と友人が麻薬を販売し麻薬中毒者に部屋を貸し
与えていたことから、それぞれ摘発した。

166
10.13

(報道日）
殺人 ウラジオストク市

クラスノゴ・ズナメニ大通り９４番地所在のマンション廊下におい
て男性の遺体が発見された。捜査当局は被害男性は同マンショ
ン住人ではなく、身元は不明であるが、何者かと喧嘩をしていた
と住民からの情報を得ている。

167
10.14

(報道日）
麻薬 アルチョム市

海地方麻薬流通監督庁は、アルチョム市チミリャジェフ通りで麻
薬中毒者の溜まり場を捜索した。同所では５０歳の男がヘロイン
の販売をしており、家を常習者に麻薬使用のために提供してい
た。捜索により注射器と武器が発見され没収された。

168
10.14

(報道日）
殺人 カヴァレロヴォ村

アルセニエフ通りにおいて、３０歳の男がおじ（４１歳）と酒を飲
み喧嘩となり、おじが男に殴られ死亡した。男は逮捕された。

169
10.18

(報道日）
強盗

ウラジミロ・
アレクサンドロ

フスコエ村

４人組の男ら（２５歳から３３歳）が６５歳の女性の家に窓ガラス
を割り侵入し、女性をナイフと拳銃で脅して３万５千ルーブルを強
奪した。被害者が警察に通報し４人組は逮捕された。

170
10.20

(報道日）
殺人 ティグロヴィ村

数人のグループが酒を飲んでいる最中に喧嘩となり、１人の男が
斧を使って争っていた相手（２８歳）を攻撃した。被害者は死亡
し、当事者の男３名が逮捕された。

171
10.23

(報道日）
麻薬 ウラジオストク市

沿海地方内務局と連邦保安庁沿海地方局が実施したオペレー
ションの結果、カリーニナ通りで麻薬取引をしていた男（３５歳）
が逮捕された。



172
10.24

(報道日）
窃盗 ウラジオストク市

男が市内の様々な会社事務所を訪れ、飲料水のボトルを販売し
たいと事務所の職員に話かけ、職員が上司と相談するために部
屋を出た際、部屋に置いていった事務所の職員の所持品を盗ん
で逃げるという犯行が数件あった。被害が報告され犯人の捜索
が行われている。

173
10.27

(報道日）
殺人 ナホトカ市

建設現場の近くで殺害された男性（３２歳）の遺体が発見され
た。捜査の結果、殺人の容疑で２７歳の男が逮捕された。容疑
者は犯行を自供している。

174
10.30

(報道日）
強盗 ウスリースク市

ヴォロヴスコゴ通りにおいて、目出し帽を被った男（３０歳）が６
２歳のビジネスマンから２５万ルーブル在中のカバンを強奪した。
被害者は犯人を取り押さえようとしたが犯人は被害者に対し銃を
発砲し逃走した。後に警察が犯人を逮捕した。

175 11.2 殺人 ナホトカ市

ザレチナヤ通り所在マンションにおいて、刺殺された男性（２６
歳）の遺体が発見された。殺人の容疑で被害者の知人が逮捕さ
れた。容疑者は被害者と酒を飲み喧嘩となり被害者の胸部をナイ
フで刺して殺したと自供した。

176
11.3

(報道日）
強盗

ウラジオストク市

ルースキー島

ルースキー島アヤクス湾のビーチにおいて、男性（３１歳）が強
盗犯に襲われ２万２千ルーブル在中の財布を奪われた。捜査の
結果、沿海地方ルチェゴルスク村居住の容疑者（３０歳）が逮捕
された。容疑者は犯行を自供している。

177 11.5 殺人 アルチョム市

ヴォロヴスコゴ通り所在の家屋で火災が起き、消し止められた現
場から３人の子供（２歳、８歳、１３歳）と母親（３４歳）の遺体
が発見された。検視の結果、８歳と１３歳の子はが火災前に殺害
されていたことが判明した。捜査により殺人の容疑で父親（３５
歳）が逮捕された。父親は借金苦で無理心中しようとしたができ
なかったと供述している。

178
11.7

(報道日）
強盗 ナホトカ市

ナホトキンスキー大通りにおいて、夜、２人組の男が４３歳の男性
を殴りかかり携帯電話と銀行カードを奪った。被害者は近くの
スーパーに入り、店員に警察への通報を依頼し、駆けつけた警
察官により容疑者２名は逮捕された。

179
11.9

(報道日）
強盗 フォキノ市

屋外にて３２歳の男性が強盗犯に襲われ、ノートパソコンの入っ
たカバンを奪われた。被害者が警察に被害届を出し、捜査の結
果、容疑者（２１歳）が逮捕され犯行を自供した。

180
11.13

(報道日）
強盗

ナデジディンス

キー地区
ラズドリノイェ村

店舗内において、強盗犯が３６歳女性から５千ルーブルと銀行
カード在中財布を奪い取り逃走した。被害者が警察に通報し３０
分後に容疑者（２７歳）は逮捕された。

181 11.15 傷害
（銃器使用）

ウラジオストク市

朝５時頃、セミョノフスカヤ通り１２番地所在のバー「WHISKY
BAR」において数人の男性が喧嘩を始め、外に移動したところ、
１人の男が相手に対して外傷拳銃を発砲し、撃たれた男性は太も
もに銃創を負った。撃った男は現場から逃走した。

182
11.17

(報道日）
傷害致死
（銃器使用）

ポグラニチヌィ地区

６３歳の男が知人男性（２７歳）と喧嘩し銃を相手に発砲した。
撃たれた男性は銃創を負い、病院で死亡した。容疑者は逮捕さ
れ、犯行を自供した。

183
11.18

(報道日）
強盗 ウラジオストク市

ボロディンスカヤ通りにおいて女性が強盗犯に襲われ、現金と書
類の入ったカバンが奪われた。被害女性が警察に被害届を出
し、容疑者（２５歳）が逮捕された。容疑者は犯行を認めてい
る。



184 11.19 殺人 ウラジオストク市

ＶＬＫＳＭ４０年通り所在の住宅の廊下で刺殺された幼児（２歳）
の遺体が発見された。同住宅内の一室では殺害された幼児の母
親（３７歳）が胸部に創傷を負っていた。殺人及び殺人未遂の
容疑で同住宅のオーナーである男（５６歳）が逮捕された。

185
11.22

(報道日）
殺人 ウスリースク市

早朝、ピオネルスカヤ通りにおいて酔った３人の男が外で騒いで
いた。７０歳の男性が家から出て静かにするように求めたとこ
ろ、３人組の１人（２３歳）が男性の喉をナイフで刺し殺した。容
疑者らは逮捕された。

186
11.27

(報道日）
麻薬 ウラジオストク市

沿海地方麻薬流通監督庁は、トゥハチェフスキー通り５８番地所
在の麻薬中毒者の溜まり場を摘発した。窃盗の前科がある無職
の麻薬中毒者（３４歳）は、２０１４年１１月中旬から自分のア
パートを他の麻薬中毒者に麻薬使用のために提供していた。２０
１４年の１１ヶ月間で当局は市内の麻薬中毒者の溜まり場を２３箇
所、沿海地方全体で７４箇所摘発した。

187 11.29 殺人 ボゴリュボフカ村

ツェントラーリナヤ通り所在のアパート内で刺殺された男性（５０
歳）の遺体が発見され、殺人の容疑で３０歳の男が逮捕され
た。捜査当局によると２人が酒を飲み喧嘩となり容疑者の男が相
手の首を数回ナイフで刺して殺したと発表した。

188
12.2

(報道日）
殺人 アルチョム市

前科のある女（６７歳）が同居の男性（５２歳）と喧嘩となり男
性をナイフで刺した。男性は病院で死亡し、女は逮捕された。

189 12.4 傷害致死 アルチョム市

サハリンスカヤ通り所在のアパートにおいて、２２歳の男性の遺
体が発見された。傷害致死罪の容疑で被害者の知人（２０歳）
が逮捕された。容疑者は被害男性と酒を飲み喧嘩となり相手を
殴りつけた上、首を足で踏みつけたと供述している。

190
12.4

(報道日）
麻薬 ウラジオストク市

沿海地方麻薬流通監督庁は、ウラジオストク市内の運送会社事
務所で２３０ｇ以上となる合成麻薬が隠し入れられていたオーディ
オ機器を発見し押収した。同庁によれば、麻薬取引関係者は麻
薬が入ったオーディオ機器をゲレンジック市とニージニー・ノヴゴ
ロド市に輸送する予定であった。また本物件の発送者についても
捜索中である。

191
12.7

(報道日）
傷害 ナホトカ市

４８歳の女性と同居の男（５５歳）が酒を飲み喧嘩となり、男が
女性をナイフで刺した。女性は入院したが命に別状はなかった。
男は逮捕され犯行を認めた。

192
12.10

(報道日）
殺人

ナデジディンス

キー地区
タヴリチャンカ村

チャパエヴァ通りにおいて、酒に酔った男（４４歳）が５３歳の女
性を数回ナイフで刺し死亡させ、男は逮捕された。

193
12.12

(報道日）
麻薬 ウラジオストク市

ネイブタ通りをパトロールしていた警察がガレージの敷地内で大
麻を袋に入れている男数人を発見した。ガレージで大麻を加工し
ていたことが明らかとなり、男らは逮捕された。

194 12.15 傷害致死 ヴォズネシェンカ村

アビアトルスカヤ通り所在の住宅において刺し傷のある男性（３
３歳）の遺体が発見された。傷害致死罪の容疑で被害者の兄が
逮捕された。



195
12.16

(報道日）
殺人 キロフスキー村

スプラヴノイ通り所在の住宅において、男性（５１歳）の遺体が
発見された。後日、殺人の容疑で前科のある被害者の息子（２
２歳）が逮捕された。容疑者は犯行を自供している。

196
12.18

(報道日）
窃盗 ウラジオストク市

２０１４年４月から８月にかけてバス内でスリをしていた男に対す
る刑事事件の捜査が終わった。男は１０件以上犯行に及んでお
り、被害額は７万ルーブル以上となった。被疑者はバスが混雑し
ている朝と夜の通勤時間帯に乗客のカバンから財布を盗み、現
金を抜き取り、書類や銀行カードはバスの停留所で捨てていたと
供述している。

197 12.21 殺人 ルチェゴルスク村

夫婦が酒を飲み喧嘩となり、妻（４０歳）が夫（３９歳）の腹部
をナイフで刺した。夫は病院に搬送されたが入院先で死亡した。
本件は殺害事件として提起された。

198
12.25

(報道日）
傷害致死 ウラジオストク市

カルビシェヴァ通り所在の寮で親子が喧嘩し、息子（２７歳）が
父親（５８歳）をナイフで刺した。父親は死亡し、息子は逮捕さ
れ犯行を認めた。

199 12.27 殺人 ウスリースク市

ポルシキナ通り所在の住宅において、刺殺された女性（２６歳）
の遺体が発見された。捜査の結果、同女性が同居中の男（２６
歳）と酒を飲み喧嘩となり男が女性の胸部をナイフで刺したこと
が判った。容疑者は逮捕され犯行を認めている。

200
12.29

(報道日）
強姦未遂 ウラジオストク市

白タクの運転手（男・２９歳）が女性（１８歳）を車に乗せ男の
自宅に連れて行き強姦しようとしたが、激しく抵抗されたので女
性を５階の窓から外に突き落とした。被害女性は重傷を負い、容
疑者は逮捕された。容疑者は強姦目的で他の女性も人気のない
ところに白タクで連れて行き犯行に及んだことがあると、他数件
の余罪を供述している。


