
(ウラジオストク市及び沿海地方)

月　日 件 名 場所 概 要

1 1月1日 殺人 ウラジオストク市

午前２時頃、ポシエトスカヤ通り２３番地において、アパートに知人の男
１人が訪れ、アパートにいた男性１名女性２名を刺し殺した。隣人が叫び
声を聞き、警察に通報し、犯人は現場で逮捕された。動機は確認中で
あるが、殺害された男性には犯人から４０万ルーブルの借金をしていた
という情報がある。

2 1月3日
（報道日）

強盗 ウラジオストク市

オカトヴァヤ通りの住宅内廊下において、４人の男が２５歳の男性をナイ
フで脅し、携帯電話２台、現金、銀行カードと自動車の鍵を奪った。犯
人らは、被害者を車に強制的に乗せ、被害者の金を下ろすためにＡＴＭ
に向かおうとしたが、被害者は途中、拘束から逃れ警察に通報した。
警察は５０年ＶＬＫＳＭ通りで犯人らが乗っていた車を発見し、４人を逮
捕した。

3 1月6日 喧嘩騒動 ウラジオストク市

６日の夜、中華料理店「ドゥルージュバ」("Дружба")の前で約２
０人が取っ組み合いの喧嘩をした。外傷性拳銃を所持した者もいた。警
察は現場に来たが被害を届け出る者はいなかった。

4 1月9日 殺人 レソザヴォドスク市

デヴャトヴォ・ヤンヴァリャ通りの住宅において、刺し殺された女性（２
７歳）の遺体が発見され、地元住民が殺人の容疑で逮捕された。捜査
当局は容疑者は被害者と酒を飲み喧嘩となり殺害したと見ている。

5 1月11日 不審物件 ウラジオストク市

中央広場の地下道に爆破装置が設置されたという通報が警察に入り、
現場に非常事態省、警察と連邦保安庁が臨場し、地下道にある公衆ト
イレで疑わしい装置を発見した。同不審物件はその場で検査され、爆
発物ではなかったことが確認された。

6 1月13日
（報道日）

殺人 ホローリ村

コムソモリスカヤ通りの民家において、３８歳の女性と６３歳の男が酒を
飲み喧嘩となり男が女性を数回ナイフで刺し、殺害した。容疑者は逮捕
された。

7 1月16日
（報道日）

窃盗 ウスリースク市

自動車の窃盗グループ３人（２５歳、２７歳、３０歳）が逮捕された。容
疑者らが所有していた外傷性拳銃、携帯電話１５台は押収された。容疑
者らは自動車８台の窃盗を自供した。

8 1月23日
（報道日）

麻薬 ウラジオストク市
連邦保安庁沿海地方支部は、市内のガレージ等から合成麻薬を１８キロ
以上発見押収した。

9 1月26日 殺人 パルチザンスク市

４１歳の男が同居者の女性（３２歳）と酒を飲み喧嘩となり女性を殴り死
亡させた。容疑者は隠蔽するため、被害者の遺体を自宅の蔵で隠し
た。容疑者は逮捕され犯行を自供した。

10 1月30日
殺人・
強姦

沿海地方

沿海地方裁判所は、リヴァディア村居住の男（３１歳）に対して、未成
年者の殺人、強姦３件及び強制わいせつの罪で有罪とし、自由剥奪２３
年間の判決を下した。

11 2月7日
（報道日）

殺人 ウラジオストク市
バス停「ボリシェンコ」近くの路上で刺し殺された女性の遺体が発見さ
れた。殺人容疑で２人の男が逮捕された。

12 2月10日 麻薬 オクチャブリスキー
地区
４人組の犯罪グループが逮捕され、大麻３８キロとハシシオイル３６キロ
が押収された。

13 2月11日
（報道日）

武器及び
麻薬

不法所持

ゴロデチノェ村
村の男から猟銃、ＴＮＴブロック１６個、手榴弾のヒューズ２個、薬包１３
１個及び大麻が押収された。

２０１５年１月～９月の主な凶悪事件



14 2月11日
（報道日）

窃盗 アルチョム市

自動車の窃盗容疑で２１歳の男が逮捕された。容疑者は、２０１４年３月
から８月にかけて１９９０年代に生産された自動車を数台窃取、解体し、
部品を販売していた。

15 2月15日 喧嘩騒動
（拳銃使用）

ウラジオストク市

朝７時ごろ、「ディナモ」スタジアム近くのナイトクラブの外で若者グ
ループ同士が取っ組み合いの喧嘩をした。２１歳の男性が顔に外傷性拳
銃で撃たれ、入院した。

16 2月17日
（報道日）

麻薬 ウラジオストク市

麻薬流通監督庁沿海地方支部は、「キタイ・ゴロド」ショッピング・セ
ンターで中国人（２７歳）の男から合成麻薬１９キロ以上を押収した。刑
事事件が提起され、容疑者は勾留された。

17 2月19日
（報道日）

窃盗 ウラジオストク市

沿海地方裁判所は自動車窃盗グループの主犯者に対して自由剥奪6年の
判決を下した。同グループは、2013年6月から2014年4月まで高級車を
15台窃取した。被告人は被害者に対する損害賠償金の支払いも命ぜら
れた。

18 2月25日 強盗 ウラジオストク市

午後10時40分頃、ジグラ通り３０番地路上で男２人組が、男性（５２
歳）を襲い暴行を加え、現金とアパートの鍵を奪った。容疑者の2人組
は逮捕された。

19 2月28日
（報道日）

麻薬 ウラジオストク市
ショシナ通り１１番地近くで、ヘロインを販売していた男（３４歳）が逮捕
された。容疑者は、窃盗、麻薬販売及び殺人の前科があった。

20 3月4日
（報道日）

殺人 ウスリースク市

２９歳の男が窃盗の容疑で逮捕され、警察の取り調べの過程で容疑者
が昨年、殺人を犯したことが明らかとなった。警察は容疑者が供述した
場所（ヴェテラノフ通りの建物地下）を捜索し男女の遺体を確認した。
昨年１２月に容疑者は知り合いの夫婦と酒を飲み喧嘩となり、男性をナ
イフで刺し、女性をベルトで絞め殺し、地下室に隠したと供述してい
る。

21 3月9日 強姦 ウラジオストク市

ルースカヤ通り３３番地の住宅内で女性が２４歳の男（前科７犯）に強
姦された。男はルーチゴルスク市から来ていた。被害女性が通報し、
男は逮捕された。

22 3月10日
（報道日）

殺人 アルチョム市

23歳の男と37歳の女性が喧嘩し、男は女性を猟銃で射殺し、遺体を車
で空き地まで運び、車を放火した。警察が車から遺体を発見した。容
疑者は取り調べを受けている。

23 3月12日 強盗 ウラジオストク市

午後７時頃、ジグラ通り４４番近くの屋外で、ナイフを持った２人の青年
が１４歳の女の子の現金、携帯、金の装飾品を奪って逃走した。３月２
０日に19歳の男が本件容疑で逮捕された。

24 3月13日
（報道日）

強盗 ウラジオストク市

若者の犯罪グループが、ナイフと外傷性拳銃を所持し、２５歳の男性の
アパートに押し入った。犯人らは男性を殴り、ガレージの鍵、カメラ、
タブレットと携帯電話を盗んだ。被害者は３階の窓から飛びおり負傷し
入院した。容疑者らは逮捕され犯行を自供した。

25 3月14日
（報道日）

公務執行
妨害

・麻薬等

ウラジオストク市

スベトランスカヤ通りにおいて、警察官が外交ナンバーのトヨタカムリを
停止させたところ、振り切りろうとして警察官を轢き、重傷を負わせ
た。外交ナンバーは手作りの偽物であり、本物のナンバーは車の中に
あった。運転手は酔った状態で手にビ-ルを持っていた。車内からは大
麻樹脂が入った袋が６個発見された。

26 3月24日

殺人
（被拘留
者の逃
走）

ウラジオストク市

午後４時30分頃、100年大通りを被拘留者が裁判所から拘置所に護送さ
れる途中、護送者から拳銃を奪い、警察官を射殺し、もう1人にけがを
負わせて逃走した。２６日、同被拘留者は市民の通報により発見された
が、拳銃で自殺をした。



27 3月28日 傷害
（拳銃使用）

ウラジオストク市

夜、スポルチーブナヤ通りにあるカフェで男性グループが喧嘩を始め、
１人が外傷性拳銃を発砲。撃った男は車で逃走した。撃たれた３４歳の
男性は顔と腹部を負傷し入院した。

28 3月28日 　銃撃 ウラジオストク市

沿海地方副知事の公用車が行政府庁舎の駐車場からアレウツカヤ通りに
出る際、何者かに銃撃された。車内は運転手のみで副知事は乗車して
いなかった。運転手に怪我はなかった。

29 4月5日 殺人未遂
（拳銃使用）

ウラジオストク市

ピエルヴォマイスキー地区のカフェにおいて若者のグループ同士が喧嘩
を始め、店外にて１人の男がマカロフ銃を発砲し、相手に怪我を負わせ
た。殺人未遂で刑事件提起がされ、容疑者宅を捜索したところ、拳銃
と外傷性拳銃２丁、弾薬、麻薬、注射器等が押収された。

30
4月9日

（報道日）
麻薬 ウラジオストク市

植物園の近くの森林でアルミホイルに包まれた合成麻薬１０㎏（３００万
ルーブル相当）が麻薬流通監督庁によって発見され、刑事事件が提起
された。

31 4月10日 殺人 ダリネゴルスク市

ミンデイエヴァ通り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、被害者は２人の知人と酒を飲んでいたことが明らかとなり、44
歳の知人の男が被害者の頭を石で殴って殺害したことを認め逮捕され
た。

32 4月13日 強盗 ウラジオストク市

朝９時、ルースカヤ通り５２番地所在のクレジットカード会社にマスクを
した男が訪れ、拳銃様のものを突きつけ、会社の職員に対し金を要求
した。脅された職員は金の入った袋をマスクの男に渡し、男はその場か
ら逃走した。

33 4月17日
受刑者
逃走

ナホトカ市

殺人罪で自由剥奪１５年の判決を受けた男がナホトカ中央病院から逃走
した。逃走した男は刑務所内で手を切って病院に運ばれていた。朝８時
にトイレ内の窓（三階）から飛び降り逃走。ナホトカ市警察が捜索し、
逃走した同受刑者を同日、確保した。

34
4月20日

（報道日）
殺人 カヴァリエロヴォ村

２人の未成年者が知人と酒を飲んだ際、３００ルーブルを知人に要求し
断られたことから、相手を殴り、腹部をナイフで刺し殺した。加害者の
２人は警察に出頭し、裁判の結果、それぞれ自由剥奪６年６ヶ月及び６
年３ヶ月の判決が下された。

35
４月22日

（報道日）
強盗 ウスリースク市

ネクラーソヴァ通りの携帯電話販売店にマスクをして、拳銃を所持した
男（２５歳）が入り、拳銃で販売員を脅し金銭を要求した。販売員は警
報ボタンを押し、警備員が駆けつけ、犯人は現場で確保された。

36
4月24日

（報道日）
麻薬 ウラジオストク市

極東オペレーション税関は中国からウラジオストクに送られた国際郵便
の中から合成麻薬を発見した。この貨物の受け取り人に対して麻薬密
輸の容疑で刑事事件が提起された。合成麻薬はエフェドロンとメチルエ
フェドロンであった。

37
4月27日

（報道日）
強盗 ウラジオストク市

ピエルヴォレイチンスキー地区において、男がマンションの地下で工事を
していた労働者を拳銃で脅し、現金と携帯電話と工具を奪った。後にウ
ラジオ在住２３歳男が逮捕され、外傷性拳銃と被害品が押収された。

38
4月29日

(報道日）
強盗 ダリニゴールスク市

４人の犯罪グループが強盗の容疑で当局に逮捕された。犯人らは高級
車を個人販売したいという被害者と会い、その場で車を強奪した。犯人
らが居住するアパートの捜索が行われ、武器と弾薬、マスクと警察官の
制服が発見された。

39
4月30日

（報道日）
麻薬

ウスリースク地区
スパースク地区

麻薬流通監督庁沿海地方支部は村の住人宅に大麻が入ったプラスチッ
ク製の容器を発見、３０㎏、ハシシ油８０グラムを押収した。また、ス
パースキー地区在住の男性宅から大麻３㎏以上、拳銃２丁、外傷性拳
銃１丁を押収した。



40 5月3日 強姦 ウラジオストク市
スニゴヴァヤ通りの店舗に夜、男が入店し、販売員女性を脅し強姦し
た。被害者が通報し容疑者の男（１９７４年生）が逮捕された。

41 5月5日 強盗強姦 ウラジオストク市
午前３時頃、トラムヴァイナヤ通り１４B番地の近く路上で、二人組の男
が女性を強姦し、携帯、財布、銀行カードを盗み逃走した。

42 5月9日 強盗未遂 ウラジオストク市

午前8時頃、ハバロスカヤ通り１９番地の食料品店前にいた男性２人に対
して２人組の青年（２０歳と１８歳）が、拳銃で脅し金銭を要求した。目
撃者が通報し、犯人らは現場で逮捕された。

43 5月10日 強盗 ウラジオストク市

午前8時頃、キーロヴァ通り２２A番アパ-ト居住のベトナム人２名の部屋
に男３人組が訪れ、拳銃で脅し、現金５万ルーブル以上を奪い逃走し
た。捜索の結果、逃走した３人の内、２名を逮捕した。１名はダゲスタ
ン出身、もう1名はウラジオストク出身であった。

44
5月12日

（報道日）
強盗 沿海地方

ウラジオストク市・ウスリースク市・ナホトカ市の航空券販売店等で販売
員を脅し現金を強奪していた犯人がハバロフスク市内で逮捕された。

45
5月13日

（報道日）
強盗 ウラジオストク市

キーロヴァ通りにおいて男（30歳）が実業家の女性がアパートから出た
ところを襲い現金を奪った。隣人が犯人を取り押さえ、警察が現場に到
着し犯人を逮捕した。犯人は昨年８月に同じ通りで強盗をしたと自供し
た。

46
5月18日

（報道日）
強盗 ウラジオストク市

ピエルヴォマイスキー地区所在のアパートの一室に、男が窓から侵入
し、現金と貴金属、電気製品を強奪したところ、部屋にいた被害者が通
報し、犯人の男（29歳）が逮捕された。

47
5月19日

（報道日）
殺人 ミルニー村

２人の男（20歳と17歳）が酔った状態で知人の男女２人に暴行を加え、
タイヤ店に運び、店を放火した。殺害された男女の遺体が店から発見さ
れた。容疑者らは逮捕された。

48
5月22日

（報道日）
殺人 ウラジオストク市

エゲルシェルド地区にて駐車していた自動車学校の車両内から、射殺さ
れた男性の遺体が発見された。殺害された男性は自動車学校の職員で
あることが判明し、殺人の容疑で３２歳の男が逮捕された。容疑者は被
害者とは別の自動車学校の職員であり、殺害の事実を認めた。

49 5月25日 殺人 レソザヴォーツク市
スタンツィオンナヤ通り所在のアパートで男同士が飲酒し喧嘩となり、一
方が相手を斧で殺害した。

50 5月31日 強盗 ウラジオストク市

ヴァルハトナヤ通り２２番地路上において、ホンダフィットに乗車してい
たウズベキスタン人の運転手を男が外傷性拳銃で脅し、車を奪い逃走し
た。後にウラジオストク市ヨロチナヤ通りで車が発見され、容疑者は逮
捕された。

51
6月4日

（報道日）
窃盗 ウラジオストク市

２０１４年１１月から２０１５年１月にかけて、３５歳の男がウラジオストク市
内のバス内で主に学生の鞄から携帯電話を盗んでいたスリ事件（計１４
件・損害総額２７万５千ルーブル）の事件捜査が終了し、裁判が始まっ
た。

52
6月5日

（報道日）
監禁
傷害

ホローリ地区

今年5月、２人組の男がウラジオストク市在住の男性を襲い、手錠をか
けてホローリ地区に運び、男性の手足をバットで殴り、外傷性拳銃で撃
つなどの暴行を加え、５０万ルーブルを要求した。被害男性の捜索が行
われ、警察が発見、解放した。



53 6月6日 強盗 ウラジオストク市

朝方、男性がナイトクラブを出て白タクに乗車したところ、運転手（ウズ
ベキスタン人）からナイフで脅され、所持金を奪われた。６月１０日、ウ
ラジオストク市トトレーチャヤラボーチャヤ通りで犯人が逮捕された。

54
6月9日

（報道日）
強盗 ダリニゴールスク市

２人組の男（24歳と22歳）がタクシーの運転手をナイフで脅し、車を
奪って逃走した。車はサドーウィ村で発見され、運転していた犯人は逮
捕された。

55 6月14日 傷害 ウラジオストク市

午前４時頃、ナーベレジナヤ通り近くのカフェ周辺でウズベキスタン人男
性（35歳）とチェチェン出身の男性（３５歳）がそれぞれナイフを用い
て喧嘩し、互いに負傷して入院した。

56
6月16日

(報道日）
虚偽通報 アルチョム市

今年3月アルチョム市内居住の女（38歳）が酒に酔った状態で夫の携帯
電話から警察に空港で爆発が設置されたと通報した。警察等が出動し
爆弾の捜索を実施した。後に女は逮捕され、テロ事件に関する虚偽の
通報の罪で有罪なり、強制労働１年間の判決が言い渡された。

57
6月16日

(報道日）
殺人

チェルニゴルフ
スキー地区

祖母（89歳）母親(54歳）娘（36歳）が同居してる住宅に親類の男(39
歳）が金を借りに訪れ、争いとなり、祖母と母親が男に撃たれ祖母が
死亡した。男は逮捕され犯行を認めた。

58
６月１９日
(報道日）

麻薬 ウスリースク市

シュオルサ通り所在の個人宅の畑で警察が大麻１７５株を押収した。畑
の所有者の男（68歳）は警察に連行され、大麻栽培の事実を認め、刑
事事件が提起された。

59 6月24日 殺人 ウラジオストク市

クラスノゴズナメニ通りのアパートで、首に刺し傷のある女性の遺体が
発見された。捜査の結果、殺人の容疑で同居人の男（58歳）が逮捕さ
れた。容疑者は酔った時に被害者を殴り、ナイフで刺したと自供した。

60 6月24日 強盗殺人 ラゾフスキー地区

キエーフカ村からラゾー村に向かう道路（キエーフカ村から22㎞の地
点）で、トヨタ車に乗った３人組の男はホンダ車を運転していた男性
（33歳）を襲った。犯人らは被害者を殴り殺して１０万ルーブル以上を
奪った。捜査により３人組の内、２名（28歳・37歳）が逮捕された。

61 6月29日 強盗 ウラジオストク市

コスモナフトフ通り２７番地付近で、朝７時頃、ナイフを所持した男数人
が１４歳の少年をナイフで刺し、スマートフォンを奪い逃げ去った。少年
は入院した。

62 6月30日 麻薬 アルチョム市
オレイニカ通りの個人宅の畑で警察が大麻２８０株を押収した。畑の所
有者の男(45歳)がマリファナを作るためと自供した。

63 7月1日 強盗 ウラジオストク市

夜、トランヴァイナヤ通り２０番地付近で酒に酔った男２人組が年金生活
者をバットで殴り、ノートパソコンとスマートフォンを奪って逃走した。被
害者は入院した。捜査の結果、前科のある３４歳の男が逮捕され、もう
１人の容疑者は捜索中である。

64
7月3日

（報道日）
麻薬 ウラジオストク市

中国の上海からダリニゴルスク市へ届けられるビデオカメラを極東オペ
レーション税関が検査した結果、合成麻薬７１グラムを発見した。

65 7月4日 殺人 ウラジオストク市
コムナロフ通り15番地所在のアパートにて、前科のある49歳の男が52歳
の同居人女性を槌で殴り殺害した。男は逮捕され容疑を認めている。



66 7月12日 強盗 ウラジオストク市

午前７時頃、スタレーツィア大通り２４番地付近でトヨタカローラの男性
運転手（51歳）が停車し、道路脇に立っていたところを、ウズベキスタ
ン人の男（28歳）が殴りかかり車を奪って逃走した。被害者は警察に通
報し、ルースカヤ通り４６番地近くで容疑者は捕らえられた。

67 7月15日 殺人 ウラジオストク市

2男（29歳）が酒に酔った状態で同居の女性を殺害し、スーツケースに
遺体を入れ、森林にてスーツケースごと燃やした。燃やされた遺体が１
５日に発見され、容疑者は逮捕された。

68
7月16日

（報道日）
殺人 チュグエフスキー地区

2014年9月から行方不明になっていた男性（43歳、ウラジオストク市在
住）の遺体が森林で発見れた。捜査の結果、この男性は２軒のアパー
トを遺産として相続しており、その事実を知った男女４人組の犯罪グ
ループが男性を拉致して、チュグエフスキー地区に運び、男性を射殺し
た。その後、４人組はアパートの所有者と名乗り、アパートを売却した
が、後に捜査機関に逮捕された。犯人らは犯行を認めた。

69
7月20日

（報道日）
強盗 アルチョム市

フルンゼ通りのフォトスタジオに男（24歳）が入り、ナイフで店員に怪我
を負わせた上、４０万ルーブルを強奪した。容疑者はパルチザンスク市
で逮捕された。

70
7月21日

（報道日）
強盗 ウラジオストク市

２人組の若い男らがタクシーの運転手を縄で絞め殺そうとしたが、運転
手は逃げ、犯人らは車を奪い逃走した。数日後、この車はクラスノゴズ
ナメニ大通りで交通事故を起こし、警察に発見された。容疑者の男ら
（24歳・19歳）は逮捕され、犯行を認めた。

71
7月26日

（報道日）
殺人 ウラジオストク市

ヴイシルコーバヤ通り付近の森林で女性の焼死体が発見された。殺人
の容疑で32歳の男が逮捕された。容疑者（前科あり）は知人関係では
ない女性を殺して森林で放火したと供述した。

72 7月27日 強姦 キーロフスキー村
無職の男（42歳）が10歳の少女を強姦し殺害した。遺体は村の通りで
発見された。容疑者は逮捕され犯行を認めた。

73
7月31日

（報道日）
強盗 沿海地方

５人組（２２歳から25歳）の強盗犯による銃器使用強盗事件３件が起訴
された。１件目はヤーコフリスキー地区で車の運転手を襲い、現金、携
帯電話、車を強奪し、２件目はその一週間後、ハバロフスクからウラジ
オストクへの連邦道路で車を襲った。３件目はウラジオストク市内で通行
人を銃で脅し、５万ルーブルを強奪した。犯人らはウラジオストク市セダ
ンカ地区で逮捕された。他に余罪としてアパートの侵入窃盗２件、武器
の横領及び不法取引、麻薬不法保持等があり、計10件の罪に問われて
裁判が開始された。

74 8月2日 強姦 ウラジオストク市

ウズベキスタン人の男２人組（28歳、26歳）がフタラヤレーチカ付近の
砂浜で１人でいた女性（28歳）を強姦した。容疑者らは警察に逮捕され
た。

75
8月10日

（報道日）
窃盗 ウラジオストク市

3人組（30歳から34歳）の犯人らはインターネット上のバイク個人売買
の売主と連絡をとり面会し、保管場所を聞き出し、後日、売主のバイク
を窃取し転売していた。容疑者らが逮捕され、これ以外にも計１３人か
らバイクを窃取したことが明らかになった。

76 8月11日 殺人 ウラジオストク市

ポシェツカヤ通り53番地のアパート内の廊下で身体障害者の男性（75
歳）の刺殺体が発見された。8月17日、容疑者の逮捕が報道された。
容疑者（22歳・男・前科あり）は被害者を殺害した後、パルチザンス
ク市に逃走したが同市で逮捕された。容疑者は、被害男性が数年前に
容疑者の母親を殺害したことから報復したと供述している。



77 8月14日 強姦 ウラジオストク市

夜、トゥングスカヤ通り２６Ａ番地の建物内で、女性が面識のない2人組
の男に強姦された。容疑者ら（20歳・16歳）は逮捕され、犯行を認め
た。

78
8月17日

（報道日）
強盗 トゥルダーヴォイエ村

沿海地方内務局組織犯罪対策部は犯罪グループのメンバーを恐喝と集
団強盗行為の容疑で逮捕した。グループのメンバーは主に武道の選手
で構成され、主犯格（29歳）は全ロシアレベルのサンボの選手であっ
た。

79
8月20日

（報道日）
重度傷害 ウラジオストク市

ヴォーカヴァ通りのガレージ近くで、男（20歳）が１４歳の少年をナイフ
で複数回刺した。容疑者は逮捕された。

80
8月25日

（報道日）
強盗

アルチョム市
シュコートフス

キー地区
ナデジュディン

スキー地区
ミハイロフスキー

地区

アルチョム市在住の６人組（16歳から30歳）の犯罪グループが逮捕され
た。容疑者らは数週間の間にガソリンスタンド、喫茶店、宝石店、２４
時間営業店を強盗した。彼らは外傷性拳銃、コショウガススプレー、特
殊開錠用具を用いて、店舗に侵入し、店員を脅して強奪していた。宝
石類は沿海地方の質屋等に売却していた。容疑者の自宅が捜索され、
目出し帽、銃、スプレー等が押収された。

81 8月28日 殺人 ウラジオストク市

市郊外のビスチャンカ川（ロコフスコヴォ通り１番地付近）で女性の切断
された足が発見された。警察は殺害された女性が切断され地中に埋め
られたが、雨により地表に出てきたのではないかと見ている。

82
8月31日

（報道日）
侵入窃盗 ウラジオストク市

レーニンスキー地区内における３件の侵入窃盗容疑で２人組の男（22
歳・23歳）が逮捕された。容疑者らは夜、無施錠の窓やバルコニーか
ら侵入し、家電製品、鞄、コンピューター、財布等を窃取していた。

83 9月4日 強盗 パルチザンスク市
午前５時頃、目出し帽をかぶった男が食料品店に入り、店員を拳銃で
脅し現金を強奪し逃走した。

84
9月7日

（報道日）
侵入窃盗 ウラジオストク市

ピエルヴォマイスキー地区内における4件の侵入窃盗容疑で30歳の男が
逮捕された。容疑者は無施錠のドアからアパートに侵入し、電化製品、
コンピュータ、現金を窃取していた。容疑者はその他にウラジオストク
市とウスリースク市において４件の余罪を認めた。

85 9月12日 殺人 ウラジオストク市
ソーポチナヤ通り近くで男性の焼死体が発見された。遺体の手と足は
ケーブルで縛られていた。

86
9月14日

（報道日）
麻薬

ウスリースク市
近郊

ポルターフカ税関において、中国からロシアに入国しようとした中国人
女性２名の荷物から合成麻薬30キログラムが発見され押収された。

87 9月14日 殺人 ハサンスキー地区
リャザノフカ村で農業に従事している中国人２名が口論となり、一方が
相手を銃で射殺した。容疑者は逮捕された。

88 9月14日 強盗 ウラジオストク市

午前７時頃、バシーゼ通り１番地の建物内の廊下で男女2人組が15歳の
少年を脅してスマートフォンを奪った。警察は強盗の容疑で26歳の男を
逮捕した。



89 9月16日 麻薬
ヤコフリレフス

キー地区
森林にテントを張り、乾燥中であった大麻２２０キログラム以上を麻薬流
通監督庁が押収した。

90 9月17日 殺人 ラゾ村
９歳の少女が行方不明になり、翌日、クラスナヤーロフカ村近くで少女
の焼死体が発見された。

91 9月19日 殺人 ウラジオストク市

午前３時頃、サハリンスカヤ通り所在の２４時間営業の食料品店内で女
性（19歳）と酒に酔った男（37歳）が口論となった。同女性が店から
出たところで、男が女性の首をナイフで刺し、殺害した。翌日、サハリ
ンスカヤ通り在住の男が逮捕された。男の部屋を警察が捜索し、血痕
等を発見した。男は酔っていたため、犯行時の状況を覚えていないと供
述した。

92 9月25日 殺人 ウラジオストク市

夜　ナーベレジナヤ通り付近で夫婦とその友人３人が飲酒しながら釣り
をしていたところ、口論となり、妻が夫をナイフで胸部を刺し、夫は死
亡した。

93 9月25日 強盗 ウラジオストク市
ヴォルコバ通り１番地の住宅内で７歳の少女が面識のない男に襲われ、
イアリングが奪われた。容疑者（33歳）は逮捕され、犯行を認めた。

94 9月27日 強盗強姦 ウラジオストク市

午前７時頃、クラスノヴァズナーメニ大通り１１４番地の住宅内で、24歳
の女性が面識のない男に強姦され、現金、アクセサリー、スマートフォ
ンと書類を奪われた。

95 9月29日 傷害 ウラジオストク市

午後11時30分頃、フセボロダ・シビルツェバ通り33番地近くで警察官が
血まみれの男性を発見した。被害者は警察に、知り合いと口論となり、
相手に斧で殴られたと説明した。容疑者（39歳）は逮捕され犯行を認
めた。

96 9月30日 傷害 ウラジオストク市

夜、ボリシェンコ通り１７番地近くのシュコーリナヤ・バス停でウズベキス
タン人数人が親子（父親４１歳息子１８歳）に暴行を加えた。被害者２人
は頭部を負傷し入院した。容疑者の１人（21歳）が逮捕された。


