
発生・報道
日

犯罪種別 場        所 概        要

1 02.07.2020 放火 ハバロフスク地区

警察は、トラブルになっていた会社同僚の車を燃やした21歳の男を
逮捕した。

2 04.07.2020 窃盗
コムソモリスク・ナ・

アムｰレ市

警察は、知人宅のガレージに侵入して自動車部品を盗んだ22歳の
男を逮捕した。

3 06.07.2020 強盗 ハバロフスク地区

警察は、売店の店員を防犯スプレーで脅して、現金を強奪した39
歳の男を逮捕した。

4 07.07.2020 恐喝 ハバロフスク地区

通行人から現金とスマートフォンを脅し取った24歳の男が逮捕され
た。

5 10.07.2020 窃盗
コムソモリスク・ナ・

アムｰレ市

警察は、乗客が車内に落としたクレジットカードを利用して買い物を
したタクシー運転手を逮捕した。

6 14.07.2020 窃盗 ハバロフスク地区

警察は、友人宅から現金と時計を盗んだ39歳の男を逮捕した。

7 17.07.2020 窃盗 ハバロフスク地区

老人から鞄を強奪した30歳の男が逮捕された。

8 21.07.2020 窃盗
コムソモリスク・ナ・

アムｰレ市

警察は、カフェで知り合った女性の鞄を盗んだ28歳の男を逮捕した
。

9 22.07.2020 強盗 ハバロフスク地区

市内中心部にある銀行に客を装って入店した男が行員を脅して、
現金を強奪した。男は現在も逃走しており、警察は行方を追ってい
る。

10 27.07.2020 窃盗
コムソモリスク・ナ・

アムｰレ市

警察は、中庭に駐車していた車を盗んだ18歳の男を逮捕した。

ハバロフスク地方犯罪情報(2020年７月)



発生・報道
日

犯罪種別 場        所 概        要

1 03.08.2020 窃盗 ハバロフスク地区

警察は，友人宅において鞄内から現金６万５０００ルーブルを盗ん
だ男性を逮捕した。

2 07.08.2020 詐欺
コムソモリスク・ナ・

アムｰレ市

店内に置き忘れられていたバック内の他人名義のキャッシュカード
を使用し、約1万７，０００ルーブルの買い物をしたとして詐欺の疑い
で３１歳の男性が逮捕された。

3 10.08.2020 窃盗 ハバロフスク地区

会社オフィスに侵入し、コンピューターや付属機器等（総額８万ル
ーブル相当）を盗んだとして、５５歳男性が逮捕された。

4 11.08.2020 窃盗 ﾊﾞﾆﾝ地区

会社倉庫に侵入し、１５万ルーブル相当の物を盗んだとして２４歳
の男性が逮捕された。

5 13.08.2020 窃盗 ハバロフスク地区

警察は、５件のバッテリー盗難の疑いで産業地区の１６歳の少年を
逮捕した。

6 14.08.2020 窃盗
コムソモリスク・ナ・

アムｰレ市

路上に駐車中の車内で寝ていた男性から携帯電話機、アクセサリ
ー等（総額２万ルーブル相当）を盗んだとして、２７歳の男性が逮捕
された。

7 17.08.2020 窃盗 ハバロフスク地区

夜間に一般民家に侵入して電気工具や建設機器等（総額２万ルー
ブル相当）を盗んだとして２７歳の無職の男性が逮捕された。

8 20.08.2020 窃盗 ハバロフスク地区

警察は、工業地区のガレージに侵入し、ディーゼル発電機、チェー
ンソー等（総額９４万５，０００ルーブル相当）を盗んだとして地元の
男性を逮捕した。

9 21.08.2020 窃盗 ハバロフスク地区

警察は、夜間に建設会社に侵入し、暖房ラジエーター、換気制御
ユニット、CCTVカメラ等（総額５０万ルーブル相当）を盗んだとして
地元の２９歳の男性を逮捕した。

10 22.08.2020 詐欺 ハバロフスク地区

警察は、インターネットを通じたコンピュータの個人的売買に関し、
購入代金１万８０００ルーブルを支払わなかったとして、３１歳の男性
を詐欺の疑いで逮捕した。

ハバロフスク地方犯罪情報(2020年８月)



11 27.08.2020 窃盗 ハバロフスク地区

夜間に建設会社に侵入し、暖房ラジエーター、換気制御ユニット、
CCTVカメラ等（総額５０万ルーブル相当）を盗んだとして地元の２９
歳の男性が逮捕された。

12 31.08.2020 強盗 ハバロフスク地区

３人組の男性が被害総額６３万ルーブルに上る一般民家に対する
強盗、窃盗の罪名で逮捕された。

発生・報道
日

犯罪種別 場        所 概        要

1 02.09.2020 強盗 ハバロフスク地区

警察は、昼間にショッピングセンター内にある宝石店に押し入り、時
価総額８００万ルーブルもの宝石を奪ったとして２４歳、２２歳の２名
の容疑者を逮捕し、現在残りの容疑者を捜査中である。

2 03.09.2020 強盗 ハバロフスク地区

警察は、金融会社にガス銃を持って強盗に入った容疑者を逮捕し
た。容疑者はガス銃で従業員を脅しお金を要求したが、従業員がこ
れを拒否し、容疑者は一般人に取り押さえられた。

3 04.09.2020 窃盗
コムソモリスク・ナ・

アムｰレ市

警察は、路上で知り合った男性と一緒に自宅で飲んでいたところ、
被害者が目を離した隙に２０万ルーブル相当の財産を盗んだとして
、３０歳の地元の男性を逮捕した。

4 07.09.2020 窃盗 ハバロフスク地区

不法にアパートに侵入し、８万ルーブル相当の家電を盗んだとして
３９歳の男性が逮捕された。

5 07.09.2020 窃盗 ハバロフスク地区

不法に住宅に侵入し、現金４０万ルーブル、その他デジタル機器、
宝石類を盗んだとして２７歳の男性が逮捕された。

6 08.09.2020 窃盗 ハバロフスク地区

容疑者は、銀行の警備員を騙り「口座からお金が盗まれそうになっ
ている。キャンセルするにはパスワードの設定が必要です。」等と申
し向け、被害者の口座から２７万ルーブルを盗んだとして、現在、警
察で捜査している。

7 09.09.2020 強盗 ハバロフスク地区

容疑者は、年金受給者の７８歳女性から現金と食料品（総額３，００
０ルーブル相当）を奪い逃走しており、現在、警察で捜査している。

8 10.09.2020 強盗 ハバロフスク地区

警察は、56歳女性のペンダント（6万ルーブル相当）を奪い逃走した
として、地元の３７歳男性を逮捕した。

ハバロフスク地方犯罪情報(2020年９月)



9 14.09.2020 窃盗 ハバロフスク地区

拾得した携帯電話機とキャッシュカードを使用し、被害者の口座か
ら４万ルーブルを窃取したとして無職３６歳男性が逮捕された。

10 15.09.2020 窃盗
コムソモリスク・ナ・

アムｰレ市

夜間に店舗内に侵入し、アルコールやたばこ、食料品等（総額2万
９，０００ルーブル相当）を盗んだとして、地元の２８歳の男性が逮捕
された。

11 ９月１７日 強盗
コムソモリスク・ナ・

アムｰレ市

警察は、５９歳の女性が身につけていた金のネックレス（２万４，０００
ルーブル相当）を奪い取ったとして、２１歳の男性を特定し逮捕した
。

12 18.09.2020 強盗
コムソモリスク・ナ・

アムｰレ市

警察は、５２歳の女性が身につける金のネックレス（３万ルーブル相
当）奪い取ったとして、強盗の容疑で失業中の２５歳の男性を逮捕
した。

13 24.09.2020 窃盗 ハバロフスク地区

警察は、鉄道地区の住宅に侵入し、携帯電話機や建設機械（総額
３万ルーブル相当）を盗んだとして３６歳の男性を逮捕した。

14 28.09.2020 窃盗 ハバロフスク地区

警察は、夜間に一般民家の庭に駐車中の車両内から5万ルーブル
を盗んだとして地元の１９歳の男性を逮捕した。

発生日時 犯罪種別 場        所 概        要

1 01.07.2020 交通事故 ブラーツク市

深夜、バイクを運転していた３６歳男性がコントロールを失い、車道
の縁石に衝突した。運転手は病院に搬送され、同乗していた３１歳
女性は死亡が確認された。警察によると運転していた男性は無免
許で飲酒運転だった。

2 7月8日
ひったく

り
アンガルスク市

容疑者（２６歳男性）は、通行中の女性が身に着けていたネックレス
をひったくり現場から逃走したものの、通報を受けた警察により発見
逮捕されている。

3 7月9日 強盗 ブラーツク市

夜、地元の酔っぱらった男性が数人から殴られ、購入したばかりの
自転車や携帯電話機等が盗られた。容疑者３名は通報を受けた警
察により発見逮捕されている。

4 7月14日 麻薬 アンガルスク市

麻薬を密売した容疑で４８歳の夫と４１歳の妻が逮捕された。同人ら
は地元でハシシ油を密売しており、家宅捜索の結果、麻薬の原料
や道具が発見された。

イルクーツク州犯罪情報(2020年7月)



5 7月14日 交通事故
チェレムホボ地

区

深夜、郊外で車道を横断中の若い女性が自動車にはねられ、間も
なくして女性は死亡が確認された。容疑者はその場から逃走したも
のの、警察は防犯カメラ画像から犯人を特定し逮捕している。

6 7月15日 麻薬 イルクーツク市

警察は麻薬を密売した容疑で２７歳の男性を逮捕した。警察による
と、容疑者はモスクワで麻薬１５キロを違法に買い、乗用車に隠して
イルクーツク州シェレホフ市まで運んだ。没収された麻薬は約２万
人分である。

7 7月15日 交通事故
スリャデャンカ

地区

乗用車が前方を走行中の大型トラックを追い越そうとしたところ、トラ
ックと接触し、対向から走行してきたバイクと衝突した。バイクを運転
していた４６歳男性は間もなく死亡が確認され、バイクと乗用車の同
乗者が重軽傷を受け、病院に搬送された。交通警察によると容疑
者は飲酒運転の可能性が認められる。

8 7月22日 強盗 アンガルスク市

容疑者（４１歳男性）は，通行中の３４歳男性を刃物で脅し，携帯電
話機を強取し逃走した。その後，容疑者は通報を受けた警察により
発見逮捕されたが，容疑者は出所したばかりであった。

9 7月22日 麻薬 イルクーツク市

メッセージアプリを使用し麻薬を密売したとして２４歳男性と２２歳の
女性が逮捕された。逮捕の際、容疑者のアパートで麻薬５００グラム
や現金、携帯電話機を没収している。

10 7月23日 交通事故 シェレホフ地区

６３歳女性の運転する乗用車が走行中に運転不能になり、対向から
進行して来た大型トラックと衝突した。乗用車を運転していた女性
は搬送中の救急車内で死亡が確認された。

11 24.07.2020 交通事故 チェレムホボ市

３５歳男性の運転するバイクがバスと接触後、さらに対向車と衝突し
た。バイクに乗車していた男性は搬送中の救急車内で死亡が確認
された。

12 7月28日 強盗 イルクーツク市

モスクワからイルクーツクに出張に来ていた４０歳男性が強盗被害
にあった。男性は現地で女性と知り合い、一緒にレストランに行った
ところ女性の知人２人を紹介された。その後、４人でドライブしてい
たところ女性の知人に刃物で脅され、スマホアプリで銀行口座に現
金を振り込まされた。既に警察の捜査により逮捕済み。

13 7月29日 麻薬 イルクーツク市

警察は麻薬を密売した容疑で地元の女性を逮捕した。逮捕する際
、ヘロイン４０人分を発見没収しており、さらに容疑者宅を捜索した
結果、ヘロイン約１００人分を発見押収している。警察によると容疑
者は仲間と一緒にイルクーツクからバイカリスク市へ麻薬を運び密
売していた。

14 7月31日 交通事故 ウソリエ地区

高速道路を走行中の乗用車が運転不能となり、対向から進行して
きた大型トラックと衝突した。乗用車の運転手、及び助手席の同乗
者の２名が死亡し、後部座席に乗車していた未成年者２名、高齢者
１名が重軽傷で病院に搬送された。

発生日時 犯罪種別 場        所 概        要

イルクーツク州犯罪情報(2020年８月)



1 01.08.2020 交通事故 ブラーツク市

深夜、車道を横断中の学生３人が自動車にはねられ、病院に搬送
された。交通警察によると逮捕された自動車の運転手は３３歳で飲
酒運転であった。

2 8月5日 強盗 タイシェート市

地元の花屋で男性が女性店員を殴って、現金４０００ルーブルを奪
い逃走した。防犯カメラの画像から地元の警察は４３歳の男性を特
定し逮捕した。

3 8月5日 殺人
ウチス・クート

市

仲間５人でアパートで飲酒していたところ、口論となり３７歳男性が
銃で仲間を撃ち、さらに刃物で刺した。現場において２人が死亡し
、２人が重傷で病院に搬送された。犯人の３７歳男性は町から逃走
しようとしていたところを警察によって逮捕されている。

4 8月7日 強盗 イルクーツク市

２人の男性がタクシー運転手を刃物で脅して、貴重品や現金を奪
おうとしたが、被害者から連絡を受けた同人の妻が警察に通報。現
場に駆けつけた警察によって４６歳と３４歳の被疑者が逮捕されて
いる。

5 8月9日 交通事故 ウソリエ地区

１９歳の男性がバイクに乗ってメイン通りに差し掛かったところ、対向
から進行して来た大型トラックと衝突し、間もなくして男性の死亡が
確認された。

6 8月10日 強盗 ジマー市

食料品店内において、犯人は他の客がいないのを見計らい、女性
店員を殴り現金を奪って逃走しようとしたが、同状況を目撃していた
一般人によって逮捕された。

7 8月11日 交通事故
ウチス・クート

市

深夜、車道を歩いていた４２歳男性が車にはねられ死亡した。車両
の運転手にあっては現場から逃走したが、警察によって運転手は
特定されており、現在詳細は捜査中である。

8 8月17日 事故 アンガルスク市

４７歳男性が人造池で釣りをしていたところ、誤って釣り糸が電線に
触れたことにより、感電し間もなくして死亡が確認された。

9 8月20日 交通事故 ブラーツク市

深夜、高速道路で軽自動車が対向車と衝突し、３人が死亡、2人が
重傷で病院に搬送された。

10 8月21日 強盗 アンガルスク市

地元の男性が見知らぬ３人の男性と酒を飲んでいたところ、口論に
発展し、暴行受けてクレジットカードを強奪された。その後、犯人ら
は被害者から暗証番号を聞き出し、ＡＴＭで現金を下ろしたものの
、その後に防犯カメラ画像等から身元が判明し、既に逮捕されてい
てる。

11 21.08.2020 交通事故
スリュデャンカ

地区

大型トラックが走行中に運転不能になり、道端に転落した。その後、
車両から漏れ出た燃料に引火し、運転していた４７歳男性が死亡し
た。



12 8月25日 麻薬
ニジネ・ウーデ
ィンスク地区

麻薬を違法で保管していた罪で４９歳男性が逮捕された。男性の自
宅を捜索した結果、大麻６４０グラムが発見されている。

13 8月25日 放火
ウソリエ・シビル

スコエ市

地元の男性が酒に酔って、過去に同居していた女性と口論となり同
女性が住む住宅に放火した。警察は数時間後に３５歳の容疑者を
発見し逮捕している。

14 8月26日 強盗
ウソリエ・シビル

スコエ市

２８歳の男性が見知らぬ男性に刃物を突きつけられ、携帯電話を強
奪された。被害者からの届け出を受け、警察は発生から３０分後に
容疑者を見つけ逮捕した。

発生日時 犯罪種別 場        所 概        要

1 02.09.2020 麻薬
ウソリエ・シビル

スコエ市

パトカーの警察官が不審な男性の手荷物の中からマリファナ１キロ
を発見し、同３８歳男性を麻薬の密売容疑で逮捕した。

2 9月3日 麻薬 クイトゥン村

警察は、麻薬を密売した容疑で４２歳男性を逮捕した。容疑者は村
内の各地に麻薬を隠し、常習者に携帯電話で隠し場所を伝えてい
た。

3 9月7日 麻薬 イルクーツク市

警察官の姿を見て逃げ出した男性の所持品を確認したところ、麻
薬５グラムを発見し、同３２歳男性を麻薬の密売容疑で逮捕した。

4 9月7日 麻薬 イルクーツク市

警察は、麻薬の密売容疑で４８歳男性を逮捕し、容疑者からはヘロ
インが数グラム発見押収されている。

5 9月10日 交通事故 ブラーツク市

道路を横断中の高齢者が自動車にはねられ、間もなく死亡が確認
された。運転手はそのまま現場から逃走したものの、捜査の結果、
容疑者は特定されている。

6 9月13日 麻薬
ウソリエ・シビル

スコエ市

パトカーの警察官が不審な男性の手荷物の中からマリファナ３キロ
を発見し、同１８歳男性を麻薬の密売容疑で逮捕した。

7 9月15日 強盗 イルクーツク市

被害者が家を出ると、いきりなり犯人に殴られ、アパート内にあった
現金１万８，０００ルーブルを奪った。その後の捜査で、２２歳男性を
逮捕すると共に、被害者の知り合いの女性が強盗仲間であることが
判明した。
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8 9月15日
ひったく

り
ブラーツク市

警察は、歩行中の高齢女性から現金等が入った手荷物をひったく
ったとして、４０歳男性を逮捕した。

9 9月16日 交通事故 ブラーツク市

５２歳男性の運転する車両がコントロールを失い、対向車と衝突し
た。対向車に乗車していた二人は間もなく死亡が確認された。

10 9月17日 殺人
ウスチ・クート

市

警察は、二人の男性がけんかの末、４０歳男性が３７歳男性を拳銃
で撃ち殺したとして、同４０歳男性を殺人の疑いで逮捕した。

11 17.09.2020
ひったく

り
ウソリエ・シビル

スコエ市

警察は、１０歳の女の子から携帯電話機をひったくり逃走したとして
、２４歳の男性を発見し逮捕している。

12 9月21日 交通事故 ウソリエ地区

高速道路上でスピード違反の取り締まりから逃げていた車両が、コ
ントロールを失い対向車と衝突し、乗車していた５名にあっては間も
なく死亡が確認された。

13 9月25日 麻薬
タイシュート地

区

麻薬を密売したとして３３歳の男性と３２歳の女性が逮捕された。容
疑者らのアパートからはヘロイン数グラムが発見押収されている。

14 9月28日 強盗 アンガルスク市

６４歳の高齢者のアパートに押し入り、銃器様のもので脅して、現金
や貴重品を奪っていったとして、警察は防犯カメラ画像などから３５
歳男性を逮捕した。


