
(ウラジオストク市及び沿海地方)

年 月 日 件 名 場 所 概 要

1 H24.1.1 強盗 アルチョム市
3人の若者が，タクシー運転手を割れたガラス瓶で脅し，車の
キーを奪い車両で逃走したが，まもなく逮捕された。

2 H24.1.16 強盗 ウラジオストク市

商店を訪れた客がいきなりけん銃で店員を脅し，レジから600
ルーブルとショーウインドー内の携帯電話を奪い逃走したが，ま
もなく逮捕された。

3
H24.1.21～

22
傷害 ウラジオストク市

ヴィセールコヴァヤ通りのナイトクラブで，喧嘩からけん銃の発砲
に発展し，１名が負傷し，3名が逮捕された。負傷者は命には別
状がない。

4 H24.1.23 強盗 ウラジオストク市
チュルキン地区の質屋にけん銃で武装した男が押し入り，5万
ルーブルと金製品の入った袋を強奪し逃走した。

5 H24.1.24 強盗 ウラジオストク市

市内銀行のクレジット窓口に黒いマスクをした男が押し入り，ナイ
フで脅しながら5万ルーブルを盗んで逃走した。捜査の結果，25
歳の男が逮捕された。

6 H24.1.25 強盗 ウラジオストク市
ジグーラ通りの商店にマフラーで覆面をした2名の男が押し入り１
万ルーブルを盗んで逃走。現在捜査中。

7 H24.2.24 傷害 ウラジオストク市

マハリナ通りからタクシーに乗った男性が，料金をごまかそうとし
た運転手と口論となり，運転手が空気銃を発砲し，腹部に銃弾
を受け重傷。捜査の結果，前科のある運転手は逮捕された。

8 H24.2.29 強盗 ダリネゴルスク市
50年10月通りの商店で，店員を脅し，レジの現金を奪おうとした
30歳の男が，通報により駆けつけた警察官らに逮捕された。

9 H24.2.29 殺人 ウラジオストク市

コスモナフトフ通りのガレージで2名の遺体が発見された。捜査の
結果，18歳と19歳の二人の男が逮捕された。捜査の結果，通行
人を刃物で殺害の上，携帯電話や原動機付き自転車他を奪った
事実が判明した。

10 H24.3.2 強盗 ウスリースク市

ペホトニイ通り地区で，40歳女性が後ろから近づいてきた男にレ
ンガで頭を殴られ，手提げバックを奪われた。付近捜索の結
果，24歳の男が逮捕された。

平成２４年における主な凶悪事件



11 H24.3.3 殺人 ウラジオストク市

ウラジオストク市からアルチョム市へ向かう道路沿い28キロ付近の
森で，20歳女性の刺殺死体が発見された。捜査の結果，中央ア
ジア出身の白タク運転手が殺害を認め逮捕された。

12 H24.3.8 傷害 ウラジオストク市
市内カフェで，客同士の口論から1名がトラウマ銃を取り出し発
砲。6名が負傷した。犯人は逃走。

13 H24.3.14 殺人 ウラジオストク市

フォーキナ通り5番にあるアンティークショップ内で，経営者の有
名な古物コレクターの遺体が発見された。店内にあった骨董
品，現金が奪われていた。

14 H24.3.19 殺人 ウラジオストク市
キパリソーバヤ通りにおいて，60歳女性が，何者かに刃物で心臓
部を刺され死亡した。

15 H24.3.25 殺人 ウラジオストク市

ルースキー島の市場で，人肉売人が逮捕された。肉を買った住
民が，調理の際に肉の臭い，色を不審に思い，警察に通報し，
発覚した。

16 H24.4.1
殺人
傷害

ウラジオストク市
チェルムーハバヤ通りのアパートで，喫煙のトラブルから住民が
若者2名にけん銃を発砲した。1名死亡，1名重傷

17 H24.4.9 強盗 ウラジオストク市

スパルチーブナヤ通りの質屋に，マフラーで顔を隠した男が押し
入り，店員をけん銃で脅し現金を強奪した。逃走の際に，追跡し
ていた店員2名に対しけん銃2発を発砲し，1名が頭と手に銃弾を
受け重傷を負った。

18 H24.4.12 傷害 ウラジオストク市

ウラジオストク百年大通りで，34歳の酔っ払いが絡んだ相手から
暴行を受けた上，トラウマ銃で腹部を撃たれ重傷。犯人は逃走し
捜査中。

19 H24.4.17 殺人 パルチザンスク市
モスクワ通りに居住する少年の自宅に知人3人が訪れ，口論の末
少年をナイフで殺害。犯人3名は殺人等の罪で逮捕された。

20 H24.4.20 強盗 ウラジオストク市
カリエールナヤ通りのくず鉄回収業社事務所に3人の強盗が押し
入り，警備員を襲った上，8万2,000ルーブルを奪って逃走。



21 H24.4.29
殺人
放火

ウラジオストク市

カルニロバ通りの火事現場において，傷害を負った37歳男性の
遺体が発見された。捜査の結果，地元に居住する58歳の男性が
逮捕された。逮捕された男は，口論の末男性をナイフで殺害し，
証拠を隠滅するためにアパートに放火したと供述した。

22 H24.4.29 傷害 ウラジオストク市

深夜，ベルフネポルトバヤ通りに所在するバーにて，グループ同
士の喧嘩が発生。グループの中のいずれかが小銃を発砲し，カ
フカス系と中央アジア系の男性が撃たれ重傷を負った。被疑者は
車両にて逃走した。

23 H24.5.5 殺人 ウラジオストク市

市内ダリヒムロム・シトバヤ道路付近にて，女性の焼死体が発見
された。遺体は死後5～7日経過しており，警察は女性の身元確
認を行うとともに，何者かに殺害された後燃やされた殺人事件と
して捜査を開始した。

24 H24.5.18 殺人 ウラジオストク市

ピエルバマイスキー地区にて，男性の遺体が発見された。遺体
は過去に女性数名を襲い，うち一名を刺殺した殺人犯とみられ
る。同殺人犯は何者かに殺害された可能性もあるとして遺体を
鑑識中である。

25 H24.5.20 殺人 ウスリースク市

ミハイロフスキー地区ノボシャフチンスキー村所在のガレージ内か
ら，21歳女性の遺体が発見された。女性は裸で，暴行や窒息さ
せられた跡があることから殺人事件として捜査が開始された。捜
査の結果，ウスリースク市内に住む28歳の男性が逮捕された。

26 H24.5.29 殺人 ボリショイ･カーメニ市

フォーキナ地区に所在の銀行に男が押し入り，27歳の従業員女
性をナイフで刺殺した。男は駆けつけた警察官に逮捕された。取
り調べの結果，男は被害女性の元夫で，地元犯罪グループの一
員であることが判明した。

27 H24.5.31 殺人 ウラジオストク市

グリンカ通りのアパートで29歳女性と58歳男性の遺体が発見され
た。遺体には無数の切り傷が残されていた。捜査の結果，被害
女性の夫である26歳男性が逮捕された。土地を巡る口論から男
性を刺殺し，自分の妻も窒息死させたと供述している。

28 H24.6.13 殺人 ウラジオストク市

ソビエツキー地区チャイコフスキー通りにて，43歳男性の銃殺死
体が発見された。男性は建設会社｢ブラドストロイザカズチク｣社
長のセルゲイ･クリバロトフ氏(元沿海地方行政府建設課長)と判
明した。犯人は不明であり，現在捜査中である。

29 H24.6.21 殺人 ウラジオストク市

カテルナヤ通りにおいて，所在不明であった16歳女性の遺体が発
見された。犯人は不明。女性は前日に友人と会う為出かけた
が，その後消息を絶っていた。遺体に暴行の跡があることから
殺人事件として捜査が開始された。

30 H24.7.4 強盗未遂 ウラジオストク市

オカトバヤ通りの24時間営業売店に武装した男２人組が押し入
り，けん銃で店員を脅迫し売上金を要求したが，店内に金がな
かったことからあきらめて逃走した。犯人は不明であり，捜査中
である。



31 H24.7.4 強盗 ダリネゴルスク市

市内所在の宝石店に，ストッキングを被り武装した男２人組が押
し入り，けん銃で店員を脅し，200点にのぼる貴金属を強取し逃
走した。付近森林に犯行時使用されたけん銃やストッキングが遺
留されていた。犯人は不明であり，捜査中である。

32 H24.7.5 殺人 ウラジオストク市

ピエルバマイスキー地区マリナ・ラスコバヤ通り26号住宅におい
て，45～50歳位の男性遺体が発見された。遺体には刃物で傷つ
けられた跡があったことから，警察は殺人事件として捜査を開始
した。

33 H24.7.5 強盗 ナホトカ市

市内所在の銀行に，マスクを被った2人組の男が押し入り，警備
員を制圧し店員を脅迫，現金約150万ルーブルを強取し逃走し
た。犯人は不明。

34 H24.7.7 強盗 ウラジオストク市

バリセンコ通り所在の食料品店及びキパリソバヤ通り所在の食料
品店に,マスクを被った2人組の男が押し入り,けん銃で店員を脅
迫し,2店舗で計1万ルーブルを強取し,逃走した。犯人は不明で
あり，現在捜査中。

35 H24.7.10 傷害 ウラジオストク市

ルースキー通り57号住宅の入口付近で，30歳男性に向かって男
２人組がトラウマ銃を発砲し足を負傷させ，逃走した。２人組は
両方ともヨーロッパ系で年齢23～25歳位，身長170～175センチ
位，黒いジャージを着用していた。現在捜査中。

36 H24.7.12 強盗 ダリネゴルスク市
市内において，女性郵便局員が少年に襲われ，カバンを強取さ
れた。まもなく16歳の少年が逮捕された。

37 H24.7.12 強盗致傷 ウスリースク市

ウシャコバ通りにおいて,銀行での両替を終えた中国人男性が，
男5人組に現金入りのカバンを強取されたうえ,ナイフで腕を切り
つけられた。カバンには現金2,000万ルーブル，5,000米ドルが
入っていた。犯人グループは不明であり，現在捜査中。

38 H24.7.12 強盗 ウラジオストク市

ピエルバマイスキー地区で，同一犯とみられる2件の路上強盗が
発生した。被害者はいずれも高齢者女性で，被害品は金ネック
レスであった。犯人は灰色ジャンパーを着用し顔をバンダナで隠
していた。

39 H24.7.16 強盗 ウラジオストク市

早朝，スネガバヤ通りにおいて，20歳男性が男2人組に襲われ，
ジャンパーと現金約3,000ルーブルを強取された。まもなく犯人2
名は逮捕された。

40 H24.7.18 強盗 ウラジオストク市

深夜，パルチザンスキー大通り44号住宅付近路上において，女
性が若い男に襲われ，カバンを強取された。まもなく20代の男性
が逮捕された。



41 H24.7.25 強盗 ウラジオストク市

ネイブタ通り沿いのスーパーマーケット付近で高齢者男性が見知
らぬ男に襲われ，現金約5,000ルーブルを強取された。まもなく
40代男性が逮捕された。

42 H24.7.25 殺人 パルチザンスキー地区

ボルチャネツ村所在の保養所において，客同士が口論になり，う
ち1名がカラシニコフ銃を発砲し，銃弾を受けた男性が死亡し
た。銃を発砲した37歳男性は拘束された。

43 H24.7.26 強盗致傷 ウラジオストク市

早朝，スポルチーブナヤ通りの売店に若い男が押し入り，女性店
員を暴行し，レジ内の現金約8,000ルーブルを強取し逃走した。
まもなく25歳男性が逮捕された。

44 H24.7.26
放火
殺人

ウラジオストク市

ブリヤンカ通りの建物において火災が発生し，焼け跡から身元不
明男性の遺体が発見された。遺体には暴行を受けた跡があり，
頭部がビニール袋で覆われていたことから，警察は放火と殺人で
捜査を開始した。

45 H24.7.31 強盗 パグラニーチニー地区

パグラニーチニー村所在の売店付近において，地元男性が男2人
組に襲われ，携帯電話を強取された。通報を受けた警察官に
よって，まもなく犯人は逮捕された。

46 H24.8.1 殺人 ウラジオストク市

金角湾において，身元不明男性の遺体が発見された。遺体は手
と足が縛られ，頭部がビニール袋で覆われ，体には金属の重り
が付けられていた。警察は身元の確認を行うとともに殺人事件と
して捜査を開始した。捜査の結果，被害者の知り合いである男2
名が逮捕された。

47 H24.8.1 強盗致傷 ウラジオストク市

深夜，イルティーシュカヤ通りにおいて，50代女性が男2人組に
襲われた。近くのガレージに連れられ暴行を受け，金品と携帯電
話を強取された。まもなく19歳と20歳の無職男性が逮捕された。

48 H24.8.2 殺人 ウラジオストク市

メリニコフスカヤ通り116号住宅付近において，遺体の頭部が発
見された。損傷が激しく身元は判明していない。警察は殺人事
件として捜査を開始した。

49 H24.8.4 強盗殺人 ウラジオストク市

深夜，セーリスカヤ通りにおいて，タクシーの乗客である若い男
女が49歳運転手の首を絞めたうえナイフで切りつけ，金品を奪い
逃走した。運転手は搬送先の病院で死亡した。捜査の結果，男
女2名は逮捕された。

50 H24.8.6 強盗 パルチザンスキー地区

ラトナエ村において，17歳少年が白タクを利用し知人宅に到着し
た際，突然運転手が少年を襲い，携帯電話と現金150ルーブルを
強取し，車両にて逃走した。通報を受けたパトロール中の警察官
によって運転手は逮捕された。



51 H24.8.8 殺人 ウラジオストク市

ネクラソフスカヤ通り50号住宅において，飲酒していた男性2名
が口論になり，一方の男性がナイフを取り出し，相手を切りつけ
殺害した。殺害後は遺体を建物ゴミ箱に遺棄し逃走した。捜査の
結果，21歳男性が逮捕された。

52 H24.8.１１ 殺人 ウスリースク市

ピオネルスカヤ通りの住宅において，暴行の跡がある57歳女性
の遺体が発見された。捜査の結果，38歳の息子が逮捕された。
男は被害者である母親と同居しており，精神病を患っていた。

53 H24.8.１3 強盗 ウラジオストク市

交通ターミナル「フレガット」において，女性が見知らぬ男に襲
われ，金ネックレスを強取された。通報を受けた警察官により30
代の犯人が逮捕された。

54 H24.8.１3 傷害 ウラジオストク市

チカロバ通りの住宅において，若い男女が口論になり，17歳少
女が台所から包丁を取り出し24歳男性の胸を刺した。男性は病
院に搬送されたが意識不明の重体，少女は逮捕された。

55 H24.8.１5 強盗 ウスリースク市

アフトバグザール地区路上において，50代女性が酔った男２人組
にカバンを強取された。女性の叫び声を聞きつけた民間警備員
によって40代男性と30代男性の2名が逮捕された。

56 H24.8.１8 傷害 ナホトカ市

ユジノ・マルスコイ村パベディー通りにて，自家用車から降りた
35歳男性が若い男に発砲された。被害者の妻が通報し，男性は
病院に搬送された。犯人は不明であり，現在捜査中。

57 H24.8.１9 強盗 ウラジオストク市
スポルティーブナヤ市場付近において，17歳少年が若い男に手提
げ袋を強取された。まもなく25歳男性が逮捕された。

58 H24.8.19 強盗 アルチョム市

市内所在の食料品店に男が押し入り，けん銃で店員を脅迫し現
金5,300ルーブルを強取，逃走した。その後の捜査で34歳の地元
男性が逮捕された。

59 H24.8.19 強盗 ウラジオストク市

市内所在映画館「ネプチューン」付近の公園を散歩中の高齢者
男性が，ベンチで酒を飲んでいたホームレス集団に襲われ，腕
時計，貴金属，現金300ルーブルを強取された。捜査により2名
のホームレスが逮捕された。

60 H24.8.24 強盗 ボリショイ･カーメニ市

市内を歩いていた17歳少年が見知らぬ男に襲われ，携帯電話を
強取された。捜査により若い男性が逮捕されたが，すでに被害
携帯電話は売却された後だった。

61 H24.8.28 強盗 ナホトカ市

早朝，市内を歩いていた20代の女性が見知らぬ女性に襲われ，
金の指輪と携帯電話を強取された。通報を受けた警察官は犯人
である14歳少女を拘束した。

62 H24.8.29 強盗 ウスリースク市

早朝，リトチェフスカヤ通りにおいて，30代女性が男２人組に金
ペンダントを強取された。通報後まもなく19歳男性と45歳男性が
逮捕された。



63 H24.8.30 強盗 ウラジオストク市

早朝，交通ターミナル「アバンギャルド」付近路上において，35
歳男性が見知らぬ男にハンドバッグを強取された。まもなく犯人
は逮捕された。

64 H24.8.30 殺人 ウラジオストク市

アドミラル・クズネツォフ通りにおいて，26歳男性の銃殺死体が
発見された。警察は殺人事件として捜査を開始し，地元に住む
24歳男性を逮捕した。犯人の自宅には犯行に使用されたけん銃
のほか，多数の銃器が違法保管されていた。

65 H24.8.30
放火
殺人

シコトフスキー地区

ドゥナエ村モルスカヤ通りの民家で火災が発生し，焼け跡から首
に切り傷のある55歳女性の遺体が発見された。警察は地元に住
む30歳の男性を逮捕した。知り合いだった被害女性と口論になり
ナイフで殺害し，犯行を隠滅するために放火したと供述してい
る。

66 H24.8.31 強盗 パジャルスキー地区

ルチェゴルスク村ピエルバミクロライオン通りの路上において，高
齢者女性が背後から頭部を殴られ，カバンを強取された。まもな
く28歳のアルチョム在住の男性が逮捕された。

67 H24.9.5 強盗 ダリネレチェンスク市

市内戦勝通りにおいて，35歳男性が見知らぬ男に襲われ，所持
していたキヤノン製のカメラを強取された。まもなく25歳の男性
が逮捕された。

68 H24.9.9 強盗 ウラジオストク市

オケアン大通りにおいて，56歳女性が見知らぬ女性に襲われ，カ
バンを強取された。通報を受けた警察官によりすぐに犯人は逮捕
された。犯人は30歳の地元に住む女性だった。

69 H24.9.10 強盗 ウラジオストク市

ストレチア通りにおいて，19歳の男性が4人組の若者集団にナイフ
で脅され，携帯電話と現金1,500ルーブルを強取された。通報を
受けた警察官により4人全員が逮捕された。

70 H24.9.10 強盗 ウラジオストク市

キーロバ通りにおいて，高齢者の夫妻が酔った男に襲われ，食
料品が入ったカバンを強取された。まもなく40歳男性が逮捕され
た。

71 H24.9.10 殺人 カバレロフスキー地区

カバレロバ村において，刃物による傷がある44歳男性の遺体が
発見された。警察は殺人の容疑で地元に住む22歳の男性を逮捕
した。顔見知りであった被害者と口論になり，ナイフで28カ所以
上刺して殺害したと供述している。

72 H24.9.11 強盗 アルチョム市

市内でタクシーに乗車中の男が，突然運転手をナイフで脅し，現
金300ルーブルを強取し降車，逃走した。その後の捜査で，ハバ
ロフスク地方に住む男性が逮捕された。

73 H24.9.12 強盗 ウスリースク市

深夜，レーニン通りを通行中の女性が見知らぬ男に襲われ，カ
バンを強取された。女性はすぐに通報し，まもなく犯人は逮捕さ
れた。

74 H24.9.12 強盗 アルチョム市

市内を歩いていた女性が背後から見知らぬ男に襲われ，首から
ネックレスを強取された。近くにいた通行人が犯人を確保し，警
察に引き渡した。犯人は33歳の男性で，麻薬中毒者であった。



75 H24.9.13 殺人 ヤコフレフスキー地区

クラスノヤロブカ村近郊の森林において，男性2名の銃殺死体が
発見された。被害者は地元に住む57歳の父親と24歳の息子と判
明した。捜査の結果，被害者の顔見知りである年配男性が逮捕
された。口論の末2人を射殺したと供述している。

76 H24.9.15 強盗 ウラジオストク市

深夜，「オケアンスカヤ」鉄道駅付近の食料品店付近におい
て，26歳男性が4人組の若者集団に襲われ，ジャケットと携帯電
話を強取された。その後の捜査で酒に酔っていた4人組が逮捕さ
れた。

77 H24.9.23 殺人 ウラジオストク市

ガマルニカ通りの住宅付近で，26歳男性の遺体が発見された。
遺体には刃物による傷が残されていた。後日警察は4名の犯人を
逮捕した。当時被害者を含めた5名で酒を飲んでいたが口論にな
り，ナイフで殺害後死体を遺棄したと供述している。

78 H24.9.23 傷害 ウラジオストク市

深夜，フルンゼンスキー地区にあるバーにおいて，客同士の口
論から発砲事案に発展し，2名が重傷を負い病院へ搬送された。
発砲した男性は車両に乗り逃走したが，後日逮捕された。犯行
にはカービン銃が使用された。

79 H24.9.24 殺人 アルチョム市

市内アパートにおいて，51歳男性の刺殺死体が発見された。警
察は殺人事件として捜査を開始した。捜査の結果，被害者の顔
見知りである22歳男性が逮捕された。被害者と飲酒をしていたと
ころ口論になり，ナイフで腹部を刺し殺害したと供述している。

80 H24.9.24 傷害 ウラジオストク市

深夜，ヘルソンスカヤ通りにおいて，帰宅途中の制服女性警察
官に4人組の若者集団が近づき，罵声を浴びせた後，グループの
1人が警察官に向け発砲した。警察官に怪我はなく，応援を要請
するとともに追跡し，犯人グループを逮捕した。

81 H24.10.1 傷害 ウラジオストク市

夕方，ポシエツカヤ通りにおいて，帰宅途中の若い女性に乗用
車が近づき，運転手の男が「家まで送っていく」と声をかけてき
たことから，これを断ったところ，車内に連れ込まれ，殴打され
た。女性は解放された後に警察に通報，捜査の結果28歳のウズ
ベキスタン人男性が逮捕された。

82 H24.10.2 傷害 ウラジオストク市

深夜，ナジバンゼ通りにおいて，売店から出た男性が若者集団
が襲われた。目撃者が追跡したが，犯人グループは逃走した。
男性は頭部に重傷を負い，緊急搬送された。

83 H24.10.3 傷害 アルチョム市

深夜，市内アパートの一室に泥酔した男が侵入し，家人がアイス
ピッケルで殴打され，脳の外傷，鼻の骨折など重傷を負った。
捜査の結果，地元に住む26歳の男性が逮捕された。

84 H24.10.6 殺人 ウラジオストク市

ヴァシゼ通りのアパートにて男性の刺殺死体が発見された。警察
は殺人事件として捜査を開始し，被害者の知り合いである36歳
男性を逮捕した。借金話で口論になり刺し殺したと供述してい
る。

85 H24.10.8 強盗 ダリネゴルスク市

市内ルドナヤ・プリスタニ村ポルトバヤ通りの商店に泥酔した男2
人組が押し入り，包丁で店員を脅迫し，売上金約1万2千ルーブ
ルを強取し逃走した。後日，18歳と20歳の地元男性が逮捕され
た。

86 H24.10.11 強盗 キーロフスキー地区

早朝，ガガーリン通りの24時間営業店にマスク姿の男が押し入
り，狩猟用ナイフで店員を脅迫し，売上金約１万ルーブルを強取
し逃走した。後日，19歳の少年が逮捕された。



87 H24.10.11 強盗 ウラジオストク市

早朝，スベトランスカヤ通りにて，停車中の女性運転手が男に殴
打され，車を強取された。目撃者が逃走を阻み，犯人は逮捕さ
れた。

88 H24.10.11 強盗 ウスリースク市

市内チチェーリナ通りにて，30歳の男性が3人組に襲われ，携帯
電話，ジャンパー等を強取された。通報を受けた警察官により，
犯人グループは逮捕された。

89 H24.10.１6 強盗 アルチョム市

市内に住む73歳の男性宅に，マスク姿の男が押し入り，ナイフで
男性を脅迫し現金約6千ルーブルを強取，男性を殴打し逃走し
た。捜査の結果，同じアパートに住む26歳男性が逮捕された。

90 H24.10.１8 銃刀法 ウラジオストク市

深夜，スベトランスカヤ通り所在の深夜カフェで，男性客が突然
けん銃を取り出し，店内で数発発砲した。店員と客に怪我はな
く，男は逃走した。

91 H24.10.23 強盗 ウラジオストク市

サヴァネバ通り所在の駐車場管理小屋に勤務していた警備員
が，男2人組に襲われ，ノートパソコンと現金1,000ルーブルを強
取された。同日中に犯人の１名は逮捕されたが，もう1名は逃走
中。

92 H24.10.25 殺人 アルチョム市

市内キーロバ通りのアパートにおいて，26歳男性の刺殺死体が
発見された。捜査の結果，地元に住む39歳男性が逮捕された。
2人は知り合いで，飲酒していたところ口論になり，ナイフを取り
出し刺殺したと供述している。

93 H24.10.28 強姦 ウラジオストク市

早朝，ナーベレジナヤ通りにおいて，深夜カフェから帰宅途中の
女性2名が，アジア系の男2人組に襲われた。脅迫された後，人
気のない砂浜に連れて行かれ，暴行を受けた。犯人2名は逃走
し，現在捜査中。

94 H24.10.29 強盗 ハサン地区

深夜，スラビャンカ町において，30歳女性が見知らぬ男に襲われ
た。男はカバンを強取し逃走した。通報を受けた警察官によっ
て，地元に住む22歳男性が逮捕された。

95 H24.10.30 強盗 ウラジオストク市

ウラジオストク100年記念通りで，通行中の年配女性が見知らぬ
男に襲われた。男は財布を強取し逃走した。捜査の結果，地元
に住む30歳男性が逮捕された。

96 H24.11.2 殺人 オクチャブリスキー地区

ストルゴフカ村に住む35歳と49歳男性が飲酒していたところ，口
論になり，35歳男性が相手を椅子で殴打し，殺害した。男性は
すぐに逮捕された。

97 H24.11.4 強盗 ウラジオストク市

深夜3時頃，スポルティーブナヤ通りにて，白タクを運転中の女
性運転手が，乗客の男4人組に頭部を殴られ，首を絞められた。
意識を失った隙に犯人グループはカバンを奪い，逃走した。後
日，18歳～25歳の犯人グループは逮捕された。

98 H24.11.5 強盗 パルチザンスキー地区

路上において，通行中の23歳男性が男2人組に襲われ，指輪と
現金約7千ルーブルを強取された。捜査の結果，27歳と16歳の男
性2名が逮捕された。



99 H24.11.5 殺人未遂 ナホトカ市

市内チェーホバ通りにおいて，自宅から外出しようとした32歳の
実業家男性が何者かに発砲された。男性に怪我はなく，犯人は
逃走した。捜査の結果，実行犯役の23歳男性と依頼者の36歳男
性が逮捕された。

100 H24.11.6 強盗 ウラジオストク市

早朝，ティーハヤ湾付近にて，白タクを運転中の男性運転手
が，乗客の男2人組に首を絞められ，現金約5千ルーブルを強取
された。犯人グループは逃走したが，後日，28歳と29歳の男性
が逮捕された。

101 H24.11.7 強盗 スパースク地区

夕方，スビヤギナ村の売店に，泥酔した男性が押し入り，ナイフ
で店員を脅迫し，食料品を強取し逃走した。通報を受けた警察
官によって，40歳の地元男性が逮捕された。

102 H24.11.11 強盗 ナホトカ市

夕方，市内チェルナホフスカヤ通りの売店に，覆面姿の男2人組
が押し入り，ナイフで店員を脅迫し，売上金5千ルーブルを強取
し逃走した。捜査の結果，20歳と30歳の地元男性が逮捕され
た。

103 H24.11.13 殺人 ウラジオストク市

市内の森林公園「ミニ・ゴロド」内の湖において，頭部に損傷
のある遺体が発見された。損傷が激しく身元は判明しておらず，
現場付近からは凶器を思われる斧が発見された。警察は殺人事
件として捜査を開始した。

104 H24.11.15 殺人 フォーキノ市

市内の国防省管理区域「30810」の森林において，頭部と両腕
のない男性遺体が発見された。身元はバシコルトスタン出身の23
歳男性と判明した。殺人事件として捜査が開始された。

105 H24.11.18 強盗 ナホトカ市

市内アパートの一室に男2人組が侵入し，留守番をしていた11歳
の少女をナイフで脅迫し，金品を強取し逃走した。捜査の結果，
19歳と22歳の男性が逮捕された。

106 H24.11.18 強盗 スパースク地区

深夜，スパスク・ダリニー市内の路上において，20歳男性が男2
人組に襲われ，自転車と指輪を強取された。通報を受けた警察
官によって，地元に住む14歳の少年2名が逮捕された。

107 H24.11.20 強盗 ウスリースク市

昼間，市内チチェーリナ通りを通行中の40歳男性が，何者かに襲
われ，カバンを強取された。後日，24歳の地元男性が逮捕され
た。

108 H24.11.21 強盗
ナデジュディン
スキー地区

深夜，タクシーを運転中の男性が，乗客の男4人組にナイフで脅
迫され，タクシーを乗り逃げされた。捜査の結果，犯人グループ
は逮捕された。

109 H24.11.25 強盗 アルチョム市

夕方，市内バーブシュキナ通り所在の理容店に，男性が押し入
り，けん銃で店員を脅迫し，売上金を強取し逃走した。捜査の
結果，45歳のウスリースク市在住の男性が逮捕された。男性は
他の強盗罪で指名手配中であった。

110 H24.11.26 殺人 パジャルスキー地区

9歳女児がルチェゴルスク町にて行方不明になっていた事件で，
捜査の結果31歳の前科者が浮上し，自宅を捜索の結果，行方不
明女児の遺体が発見されたことから，男は逮捕された。



111 H24.11.26 強盗 ウラジオストク市

夕方，タラリヒナ通りの路上において，45歳女性が見知らぬ男に
襲われ，金ネックレスを強取された。捜査の結果，地元に住む
20歳の男性が逮捕された。

112 H24.11.26 殺人 スパースク地区

ビシュニョフカ村で，頭部に銃弾を受けたタクシー運転手の遺体
が発見された。殺人事件として捜査が開始され，地元に住む21
歳男性が逮捕された。犯行には猟銃が使用された。

113 H24.11.26 強盗 ナホトカ市

夕方，市内ビジネス街にある建物に男2人組が侵入，警備員をけ
ん銃で脅迫しATM機を破壊。在中金を奪い逃走した。現在捜査
中。

114 H24.11.30 強盗 アルチョム市

昼間，市内アパートに住む老夫婦の元に顔見知りの24歳男性が
訪れ，突然老夫婦を殴打し室内に侵入，家人を束縛し，現金約6
万ルーブルを強取し逃走した。捜査の結果，24歳男性は逮捕さ
れた。

115 H24.12.1 誘拐 ウラジオストク市

ウラジオストク市議会議員であるドミトリー・スレエフ氏が何者か
に誘拐され，２日後深夜，市内カリーニン通り地区で殴打された
姿で発見された。犯人グループは判明しておらず，現在捜査
中。

116 H24.12.5 殺人未遂 ウラジオストク市

ゾイ・コスモデミャンスカヤ通り所在の24時間カフェで，喫煙する
ため外に出た30歳男性が，黒色の車両で乗り付けた男に発砲さ
れ，頭部に重傷を受けた。犯人は判明しておらず，現在捜査
中。

117 H24.12.9 銃刀法 ウラジオストク市

深夜，ナーベレジナヤ通り9に所在するナイトクラブにおいて，酔
客が警備員と口論になり，警備員に向け猟銃を発砲した。警備
員に怪我はなく，通報で駆けつけた警察官によって逮捕された。

118 H24.12.10 強盗 ウスリースク市

市内「ボスフォール市場」にて，60歳男性が何者かに襲われ，
ハンドバッグを強取された。警察に通報後，すぐに36歳の地元男
性が逮捕された。

119 H24.12.13 強盗 フォーキノ市

市内ツカノバ・マリア通り所在の生花店に男性が押し入り，ナイ
フで店員を脅迫したが，売上金がなかったことからそのまま逃走
した。捜査の結果，前科のある19歳少年が逮捕された。

120 H24.12.14 殺人 ウラジオストク市

朝方，スポルティーブナヤ通り12番に所在する中華料理店の前
で，闇両替を営む男性が何者かに銃殺された。犯人は逃走し，
殺人事件として捜査が開始された。

121 H24.12.17 強盗 ウラジオストク市

早朝，ルガバヤ通り所在のインターネットカフェに武装した男3人
組が押し入り，バットで警備員を殴打，レジから約15万ルーブル
を強取し，逃走した。犯人グループは逃走中であり，現在も捜
査中。

122 H24.12.17 強盗 ウラジオストク市

ボルホフスカヤ通り及びアリルエバ通りの路上で60代の女性を
狙った路上強盗が連続発生した。捜査の結果，40歳男性が逮捕
され,2件の犯行を自供した。



123 H24.12.21 銃刀法 ウラジオストク市

午前，カルヴィシェバ通りを運行中の路線バスが，何者かに発砲
された。犯人はコーカサス系の男性で，車両にて逃走した。運
転手，乗客に怪我はなく，バスの窓ガラスが破損した。

124 H24.12.21 強盗 ウラジオストク市

昼間，ネイブタ通り所在の食料品店に覆面姿の男3人組が押し入
り，けん銃で店員を脅迫，レジから売上金を強取し，逃走した。
犯人グループは判明しておらず，現在捜査中。

125 H24.12.24 強盗 ウスリースク市

昼間，市内プーシキン通り所在の銀行に男2人組が来店，備え付
けのカード読み取り装置（時価950万ルーブル）を強取し，逃走
した。捜査の結果ハサン地区に住む男性が犯人として浮上，家
宅捜索の結果，盗難品が発見されたことから男性は逮捕され
た。

126 H24.12.28 殺人 ウラジオストク市

カールマルクス通り所在のアパートで，沿海地方ボクシング協会
副会長の遺体が発見された。頭部外傷が死因であることから殺
人事件として捜査が開始され，後日19歳男性が逮捕された。犯
行にはハンマーが使用された。



　

　


