
発生・報道
日

犯罪種別 場        所 概        要

1 02.10.2020 窃盗 ハバロフスク地区

警察は、８万ルーブル相当の建設機材と木材を盗んだとして、３７
歳の従業員男性を逮捕した。

2 06.10.2020 窃盗 ハバロフスク地区

警察は、隣家から３８万ルーブル相当のボートのエンジンなどを盗
んだとして、３４歳男性を逮捕した。

3 07.10.2020 窃盗 ハバロフスク地区

年金受給者に対して「ソーシャルワーカー」と偽り、高齢女性から６
万ルーブルを盗んだとして、女性２名が逮捕された。

4 08.10.2020 窃盗 ハバロフスク地区

夜間、民家の庭先に駐車してあった１８０万ルーブル相当の日本製
ＳＵＶ車両を盗んだとして、３１歳地元住民が警察に逮捕された。

5 09.10.2020 強盗 ハバロフスク地区

工業地区のアパート入り口で、３万ルーブル相当の携帯電話を強
奪したとして、強盗・詐欺の前科のある２７歳無職の男性が逮捕され
た。

6 13.10.2020 窃盗 ハバロフスク地区

警察は、被疑者から１０万ルーブル相当の４５キロのキャビアの購入
を持ちかけ、そのまま代金を支払わずに音信不通となっていた３５
歳無職の男性を詐欺の容疑で逮捕した。

7 19.10.2020 窃盗 ハバロフスク地区

夜間、会社のオフィスに侵入し、ラップトップパソコンと２台の携帯電
話機を盗んだとして、警察は窃盗、強盗等の前科のある２３歳の容
疑者を逮捕した。

8 21.10.2020 窃盗 ハバロフスク地区

警察は、女性から携帯電話機を盗んだ（スリ）として、前科のある６２
歳のホームレスの男性を逮捕した。

9 22.10.2020 強盗 ハバロフスク地区

警察は、被害女性の足を蹴って、その手から３万５，０００ルーブル
相当の携帯電話機を奪って逃走したとして、強盗の前科のある３５
歳の男性を逮捕した。

10 27.10.2020 窃盗 ハバロフスク地区

工業地区において、３万ルーブル相当の自転車を盗んだとして１８
歳の地元の男性が逮捕された。
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11 10月31日 窃盗 窃盗

工業地区のアパートにおいて、女性がゴミ捨てに出ている間に、室
内から８，０００ルーブル相当のテレビを盗んだとして、警察は４３歳
の地元男性を逮捕した。

発生・報道
日

犯罪種別 場        所 概        要

1 01.11.2020 強盗 ハバロフスク地区

警察は、路上で１６歳の女学生から携帯電話機を奪い逃走したとし
て、工業地区の１７歳の少年を逮捕した。

2 06.11.2020 薬物
コムソモルスク・ナ

・アムーレ

警察は、薬物の不法所持の疑いで３７歳地元男性を逮捕した。捜
索の結果、３０グラムの大麻油を押収している。

3 10.11.2020 薬物
コムソモルスク・ナ

・アムーレ

内務省薬物管理局は、違法な薬物を販売したとして４９歳の地元の
男性を逮捕した。捜索の結果、押収物の中にヘロインが含まれてい
ることが判明している。

4 20.11.2020 詐欺 ハバロフスク地区

銀行員を装い、顧客の携帯電話機に電話を掛け「お金が盗まれそ
うになっている。今すぐ預金を別の口座に移すように。」などと申し
向けて現金７０万ルーブルを盗んだとして、現在警察で捜査中であ
る。

5 23.11.2020 強盗 ハバロフスク地区

警察は、車に乗っていた被害者を無理矢理押し出し、８万ルーブ
ル相当の車両を奪ったとして21歳の男性を逮捕した。

6 24.11.2020 強盗 ハバロフスク地区

警察は、高齢の女性から携帯電話機、アクセサリーが在中するバッ
グを奪い取り、自家用車で逃走したとして３３歳の地元男性を逮捕
した。

7 25.11.2020 窃盗 ハバロフスク地区

４つの別荘に侵入し、総額３万７，０００ルーブル相当の家具、家電
製品を盗んだとして、21歳の男性が逮捕された。

8 25.11.2020 窃盗 ハバロフスク地区

警察は、民家の庭に駐車されていた５万ルーブル相当の車両を盗
んだとして１９歳の男性を逮捕した。

9 26.11.2020 窃盗 ハバロフスク地区

玄関ドアの鍵を破壊し、室内からテレビとゲーム機（総額７万８，００
０ルーブル相当）を盗んだとして、４９歳男性が逮捕された。
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10 26.11.2020 窃盗 ハバロフスク地区

警察は、窓から別荘に侵入し、１万６，０００ルーブル相当のテレビを
盗んだとして１９歳の男性を逮捕した。

11 11月27日 窃盗
コムソモルスク・ナ

・アムーレ

建設現場から、破砕機など２万４，０００ルーブル相当の建設機器を
盗んだとして３８歳の元従業員が逮捕された。

12 30.11.2020 窃盗
コムソモルスク・ナ

・アムーレ

警察は、無施錠のトラックから携帯電話機２台と現金5万ルーブルを
盗んだとして３８歳地元男性を逮捕した。

発生・報道
日

犯罪種別 場        所 概        要

1 03.12.2021 薬物 アムール地域

警察は、無職の３８歳男性を麻薬の不法所持の疑いで逮捕した。
捜索の結果、容疑者の自宅からはマリファナ４キロを押収している。

2 08.12.2021 窃盗 ハバロフスク地区

警察は、３つの別荘に侵入し、家具家電総額７万ルーブル相当を
盗んだとして無職の４６歳男性を逮捕した。

3 08.12.2021 窃盗 ハバロフスク地区

２９歳無職の男性は、無施錠の玄関ドアからアパート室内に侵入し
、室内から３万４，０００ルーブル相当を盗んだとして逮捕された。

4 09.12.2021 窃盗 ハバロフスク地区

警察は、アパートの駐車場に駐車中のＳＵＶ車両から自動車部品（
総額４万ルーブル相当）を取り外し盗んだとして、地元の無職の男
性を逮捕した。

5 10.12.2021 強盗
コムソモルスク・ナ

・アムーレ

「孫にお金を貸している」と高齢者宅に押しかけ、現金２万５，０００
ルーブルを強取したとして、無職の３０歳男性が警察に逮捕された
。

6 13.12.2021 窃盗 ハバロフスク地区

施錠されたガレージ内から車のタイヤとバッテリー（総額２万ルーブ
ル相当）を盗んだとして、無職の３３歳と３９歳の男性が警察に逮捕
された。

7 16.12.2021 窃盗 ハバロフスク地区

会社敷地内に駐車中であった車両（１０万ルーブル相当）の窓ガラ
スを破壊し車両を盗んだとして、警察は２７歳の地元男性を逮捕し
た。
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8 21.12.2021 窃盗
コムソモルスク・ナ

・アムーレ

警察は、警察官の制止を振り切り逃走した交通違反車両の運転手
を調べたところ、同車両は盗難車両であったことから、同車両を運
転していた１８歳の男性を逮捕した。

9 25.12.2021 強盗
コムソモルスク・ナ

・アムーレ

お金を借りるため高齢女性宅に押しかけ、同女性を数回刺した上
で金のネックレスを強取したとして、無職の２９歳地元男性が逮捕さ
れた。

10 27.12.2021 強盗 ハバロフスク地区

中央市場で販売されていたジャケット（８，０００ルーブル相当）を奪
って逃走したとして、２６歳地元の男性が逮捕された。

発生日時 犯罪種別 場        所 概        要

1 10月1日 麻薬 アンガルスク市

警察は不審なバイクを呼び止め、運転手のリュックサックを確認した
ところ、マリファナ１キロを発見し、男性を麻薬の違法運送の容疑で
逮捕した。

2 10月8日 麻薬 ジマー地区

警察は、麻薬を密売していた容疑で２６歳女性と２９歳男性のジプ
シー夫婦を逮捕した。逮捕した際に現金５０万ルーブル、携帯電話
機数台、麻薬用のバックなどを没収している。

3 10月9日 殺人 ブラーツク市

森の中で頭に重傷を負った４９歳男性が発見され、病院に搬送途
中で死亡した。現在、詳細にあっては警察で調査中となっている。

4 10月9日 殺人 ジマー地区

地元男性５人が森に釣りに出かけたところ、酒に酔っ払い仲間内で
喧嘩となり、２名が殺害された。隠蔽のため死体を燃やしたが、行方
不明の届け出を受けた警察が２名の死体を発見し、殺人の容疑で
３５歳男性を逮捕した。

5 10月12日 盗難 イルクーツク市

警察は防犯カメラの映像から、地元の専門店で携帯電話機を盗ん
だとして２８歳男性を特定し逮捕した。

6 10月13日 麻薬 アンガルスク市

化学製の麻薬を密売した容疑で男女４名が逮捕された。容疑者ら
のアパートからはクレジットカード数枚、携帯電話機数台、銃器、粉
の入ったビニール袋などが押収されている。

7 10月15日
ひったく

り
イルクーツク市

年金を搬送していた郵便職員が４３万ルーブルの現金が入った鞄
をひったくられたものの、近くにいた一般人に取り押さえられ、その
場において２６歳男性が逮捕された。
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8 10月17日 殺人
ニジネ・ウーデ

ィンスク市

３４歳の女性を殺害したとして３２歳の男性が逮捕された。女性は車
で仕事で出かけた後に行方不明となっており、容疑者は車両を目
的に女性を殺害し、死体を森の中に捨てて事件を隠蔽しようとして
いた。

9 20.10.2020 麻薬 イルクーツク市

麻薬を密売した容疑で４０代の夫婦が逮捕された。容疑者らのアパ
ートからはクレジットカード数枚、携帯電話機数台、ヘロイン数グラ
ムが発見、押収されている。

10 10月20日
ひったく

り
スリュデャンカ

市

４４歳の男性は、バイカル湖の湖畔を散歩中の５２歳女性から貴重
品の入ったバックをひったくり逃走したものの、数時間後に地元警
察により発見、逮捕された。

11 10月21日 強盗
ウソリエ・シビル

スコエ市

出勤途中の３１歳女性は、銃器様のもので脅され、現金などの入っ
たバックを強奪された。警察は防犯カメラの画像などから保育園で
掃除夫として働く４４歳男性を特定し逮捕した。

12 10月26日 強盗 イルクーツク市

警察は、夜中にバス停で刃物を使用し、被害者男性から携帯電話
機と現金を強奪したとして２人の若者を逮捕した。

13 10月28日 盗難
ウソリエ・シビル

スコエ市

強盗が床屋に押し入り、店主を銃器様のもので脅して現金５００ル
ーブルを奪い逃走したとして、警察は３１歳男性を逮捕した。

発生日時 犯罪種別 場        所 概        要

1 11月1日 強盗 イルクーツク市

警察は、刃物で女性店員を脅しスマートフォン７台、現金を強取し
たとして22歳男性を逮捕した。

2 11月2日 麻薬
ウソリエ・シビル

スコエ市

警察は、麻薬を密売した容疑で二人の男性を逮捕すると共に、マリ
ファナ２キロを押収した。

3 11月4日 強盗 イルクーツク市

市内中心部にある宝石店におもちゃの拳銃を持って押し入ったとし
て、二人の少年が警察に逮捕された。

4 11月5日 麻薬 イルクーツク市

ジプシーの家族１１人が麻薬密売の容疑で逮捕された。警察による
と容疑者らはヘロインを複数の場所に隠し、客にメールで隠し場所
を教えて受け渡していた。
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5 11月9日 麻薬 オリホン地区

３６歳男性が麻薬所持で警察に逮捕された。容疑者は職場でマリフ
ァナ２キロを保管しており、自分で使用する目的であった旨を話して
いる。

6 11月14日 強盗 イルクーツク市

中国人夫婦が自宅の玄関前で、黒いマスクを被った３人組の男性
らから刃物を突きつけられ、携帯電話や現金等が奪われた。その
後警察の捜査により、不法滞在であった旧ソ連出身の男性３名を強
盗の疑いで逮捕している。

7 11月18日 放火 シェレホフ地区

警察は、酒に酔って木造住宅に放火したとして、居住者の元交際
相手の男性を逮捕した。

8 11月18日 強盗 ブラーツク市

警察は、拳銃を持って銀行に押し入り、現金１７万２，０００ルーブル
を強取したとして３２歳男性を逮捕した。

9 19.11.2020 殺人 クイトゥン地区

地元の若者間のトラブルにより、２２歳男性が拳銃を発砲し、１５歳
の女性が死亡、１７歳の男性が頭部に銃弾を受け病院に搬送され
た。

10 11月19日 強盗
ウソリエ・シビル

スコエ市

使い捨てマスクを付けた男性が売店に押し入り、現金を強取し逃走
したとして、現在、警察で捜査中となっている。

11 11月26日
ひったく

り
イルクーツク市

数名の女性からひったりをしたとして、２３歳の男性が逮捕された。
警察によると、容疑者は屋外を歩行中の女性からネックレスや手荷
物をひったくり逃走していた。

発生日時 犯罪種別 場        所 概        要

1 01.12.2021 交通事故 アンガルスク市

４５歳男性の運転する車両が道端のコンクリートブロックに衝突し、
運転手は間もなく死亡、同乗者にあっても重傷で病院に搬送され
た。

2 12月9日 麻薬 アンガルスク市

２０２０年９月からアンガルスク市内でヘロインを密売していたとして
４５歳女性と５０歳男性が逮捕された。捜索の結果、現金１万７，０００
ルーブル、携帯電話機数台が押収されている。

3 12月13日 殺人 イルクーツク市

警察は、知り合った男性と喧嘩の末、手斧で打ち殺して死体を郊外
の草原に捨てたとして３９歳男性を逮捕した。
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4 12月14日 麻薬 ツルン市

麻薬を密売した容疑で６３歳の夫婦が逮捕された。被疑者のアパー
トを捜索した結果、麻薬数グラムが発見、押収されている。

5 12月15日 貨幣偽造 イルクーツク市

偽物の紙幣を使って買い物をした２０歳の男性と１９歳の女性が逮
捕された。警察によると被疑者らはインターネットで５０００ルーブル
紙幣２０枚を購入したとのこと。

6 12月19日 誘拐 イルクーツク市

２１歳の女学生を誘拐し、親族から３０万ルーブルの身代金を要求
したとして、警察は二人の男性を逮捕した。被害者にあっては無事
に発見、保護されている。

7 12月21日 貨幣偽造 イルクーツク市

偽物の紙幣を使って買い物をした２０歳と２８歳の男性が逮捕され
た。警察によると被疑者らはインターネットで５０００ルーブル紙幣３
枚を購入したとのこと。

8 12月21日 麻薬 ブラーツク市

麻薬を密売した容疑で５８歳の女性とその２４歳の息子が逮捕され
た。被疑者宅を捜索の結果、麻薬数グラムを発見、押収している。

9 12月21日 交通事故
ウスチ・イリーム

スク市

深夜、速度超過の車両が前方を走行中の車両に追突し、さらに追
突された車両は対向車と衝突した。対向車の運転手が間もなく死
亡し、速度を超過していた車両の運転手にあっても重傷で病院に
搬送されている。

10 12月23日 交通事故 イルクーツク市

深夜、２１歳の男性が運転する車両がコントロールを失い、建物の
石階段い衝突した。運転手にあってはその場で死亡が確認されて
いる。


