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 一般社団法人 ギャンブル依存症問題を考える会 

         代表理事 田中 紀子 

 

 

「ギャンブル等の理由で起こった事件簿（平成版）」公開にあたって 

 

 これまで社会で起こる事件の裏には、ギャンブル依存症の問題が根底にあることが疑われるケースが多々ありながら、一

つ一つの事件が点でしか語られていないため、「自己責任」「犯人が特殊な人間」として片づけられ、「ギャンブル依存症問

題」として、総体的に考えられることが御座いませんでした。 

 

当会では、この現状を打破し、ギャンブル依存症の問題がどれだけ社会に悪影響を与え、負の社会的コストがかかってい

るかを明らかにすることで、ギャンブル依存症対策が推進されることを願い「ギャンブル等の理由で起こった事件簿」を作

成致しました。 

 

この事件簿は、平成以降に起きた、公営競技、パチンコ・パチスロ、カジノ、闇賭博、宝くじ、toto、FX、先物取引、株

式投資など、ギャンブル性の高いものにのめり込んだあげく起きた様々な事件を一覧に致しました。 

事件の種類により、「横領等企業犯罪」「強盗 / 殺人等重大事件」「児童虐待 / 

ネグレクト / 児童被害」「少年事件」「世代伝播事件」と大まかにカテゴライズしております。 

 



 

出典は、新聞及び NHK WEBNEWSで明らかにできたもの、事件の背景に「ギャンブル（もしくはパチンコ等）」が明記され

ているものに絞り込みました。当初は、2チャンネルや、個人ブログに書かれた事件も全て拾い上げた結果、600を超える

事件を集めておりましたが、出典が明確に出来なかったもの、犯行の動機が「遊興費による」など、ギャンブルと特定でき

なかったものは省きました。 

 

出典は、都内図書館で会員が手分けして新聞検索し明らかにしたものであり、それゆえ地方紙や業界紙については手をつ

けておりません。また、ネット上では、ギャンブルが動機にあったものでも、新聞に「遊興費」とあれば、それは涙を飲ん

で削除致しました。 

よって私どものこの一覧表は、社会に起きている事件の一部、大手新聞社に報道されたものに限られております。 

当然のことながら、地方紙にも同等数以上の事件が掲載されていることが予測されますし、そもそも報道すらされていな

い事件が多数あります。 

 

それらをふまえ「ギャンブル依存症対策」がこの国にいかに必要か、このまま無策であることで、それがどれだけの国民

の不利益となっているか、また、対策を施した場合の社会コストの削減など、様々にお考え頂くことができれば幸甚でござ

います。 

 

この一覧表は、どなた様でもダウンロードしてご自由にお使い頂けます。 

私どもの力では限りがございますが、この一覧症から、医療、司法、行政に携わる皆様方はもちろんのこと、統計学、予

防医学、社会学や経済学等の観点からも、様々な数字の検証が行われることを望んでおります。 

  

この事件簿が、社会に役立つものとなれば、当会一同何よりの喜びで御座います。今後も、皆様方のご指導ご鞭撻のほど

宜しくお願い申し上げます。 





ギャンブル等の理由で起こった事件簿（平成版）

NO. 区分 事件発生及び発覚時期 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 掲載日

1 横領等企業犯罪 1997/7 君津信用組合職員着服事件
千葉県の君津信用組合職員が、５店舗にわたり顧
客の預金払戻金や融資返済金などを3400万円着
服し、パチンコなどの遊興費に使用。

信用組合職員 パチンコ 読売新聞 2001/10/12

2 横領等企業犯罪 1999/3 薬剤師医薬品横領事件　
岩手県九戸群洋野町の国民健康保険種市病院に勤務す
る薬剤師が病院で管理していた医薬品を転売し、代金
約１億７０００万円を横領し、競馬に使用。

薬剤師 競馬 毎日新聞 2013/11/23

3 横領等企業犯罪 1999/11～2004/7 みずほ銀行元行員10数億円着服事件
元行員は、複数人の個人客の普通預金から80数回に
わたって計数十億円を引出し着服していた。「ギャン
ブルなどで借金がかさみ着服した」と話している

銀行員 毎日新聞 2004/10/29

4 横領等企業犯罪 2000/11/8 高校教師勤務中パチンコ事件
広島県、高校の男性教師が、連日のように授業を
自習にしてパチンコ店に通っていた。

高校教師 パチンコ 毎日新聞 2000/11/8

5 横領等企業犯罪 2000/12 郵便局非常勤職員窃盗事件

５００円玉保管袋から総額１４２５万円を盗んだ
として取調べをうけていた郵便局非常勤職員が自
殺。職員はパチンコに使ったなどと容疑を認めて
いた。

郵便局員 パチンコ 毎日新聞 2000/12/2

6 横領等企業犯罪 2001/1/10 　東讃農協職員横領事件
東讃農協（現・県農協東讃支部）組合員の貯金な
ど約２４００万円を着服。横領金の多くをギャン
ブルに使用。

農協職員 読売新聞 2001/5/31

7 横領等企業犯罪 2001/4 帯広信用金庫職員着服事件
信用金庫職員は、顧客の定期積金から計57回に
わたり総額4500万円を着服し、住宅ローンの返
済やパチンコなどに使用。

信用金庫職員 パチンコ 読売新聞 2014/3/1

8 横領等企業犯罪 2002/3/4 警察官窃盗事件
備品のカメラを盗んだとして、警視庁係長を逮
捕。パチンコ代や飲食費にお金が必要だったと供
述。

警察官 パチンコ 毎日新聞 2002/3/5

9 横領等企業犯罪 2002/4 桐生信用金庫職員横領事件　　

桐生信用金庫職員が、親族や友人など親しい顧客に依
頼し、融資ノルマ達成を口実に、名義借りを行い実行
した融資金を3700万円着服し、パチンコなど遊興費
に使用。

信用金庫職員 パチンコ 読売新聞 2013/6/1

10 横領等企業犯罪 2004/3末～1年間 神奈川県職員公金流用事件
神奈川県の税務課職員が公金を私的に流用するた
め事務用品などを架空発注し、4140万円を詐取
し、借金の返済やギャンブルに使用。

県職員 読売新聞 2010/8/25

11 横領等企業犯罪 2004/5/12 岐阜トヨペット社員横領事件
岐阜トヨペット元特販部係長は車の販売代金計
6460万円を着服。ギャンブルやパチンコなどの
遊興費に使用。

自動車販売店社員 パチンコ 読売新聞 2010/6/17

12 横領等企業犯罪 2005/8/26 村上岩船福祉会職員横領事件

村上岩船福祉会職員は、特別養護老人ホーム「た
かつぼ」と「いわくすの里」で、認知症の症状が
重い入所者１３人の預かり金計１３９４万円を持
ち出し着服、パチンコや遊興費などでできた借金
の返済に使用。

介護職員 パチンコ 読売新聞 2006/01/13
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NO. 区分 事件発生及び発覚時期 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 掲載日

13 横領等企業犯罪 2005～2008 全精社協職員横領事件
全精社協元事務局長が全精社協関係の口座から預
金約1200万円を引き出し着服し、借財の返済や
競馬に使用。

社会福祉法人職員 競馬 毎日新聞 2010/7/31

14 横領等企業犯罪 2005/11/23 大分みらい信用金庫職員横領事件

大分みらい信用金庫、湯布院支店融資渉外係の職
員が、別の顧客２３人と２法人の口座などから計
約４億１５００万円を着服し、遊興費やサッカー
くじｔｏｔｏ（トト）の購入などに使用。

信用金庫職員 サッカーくじ(toto) 読売新聞 2010/1/23

15 横領等企業犯罪 2005/12/27 大阪市職員着服事件

大阪市職員が、身寄りのない生活保護受給者11
人が病院で亡くなった後の遺留金２００万円を着
服し、パチスロで膨らんだ借金約３００万円の返
済に使用。

市職員 パチスロ 読売新聞 2005/12/27

16 横領等企業犯罪 2006～2014/3 落石漁協職員着服事件

根室市落石漁協職員は、０６年から１４年３月ま
での約９年間、架空の取引を仕立て、漁協の為替
から自分の預金口座に不正送金するなどし７９３
０万円を着服しギャンブルに使用。

漁協職員 読売新聞 2014/4/8

17 横領等企業犯罪 2006/2/12 　西いわみ農協職員着服事件
西いわみ農協共済部の職員が、客から預かった定
期積立金計約４７万円を着服し、パチンコや飲食
代など遊興費に使用。

農協職員 パチンコ 毎日新聞 2006/2/17

18 横領等企業犯罪 2006/2/24 高校教師着服事件
宮崎県日向市の県立富島高校の教師が、保護者か
ら預かった簿記の検定料など校納金210万円を
着服し、パチンコに使用。

高校教師 パチンコ 読売新聞 2006/3/14

19 横領等企業犯罪 2006/3/16 唐津市職員着服事件
唐津市職員は、国民健康保険加入者へ給付される
出産一時金と葬祭費計２１３万円を着服し、ギャ
ンブルなどでできた借金の返済に使用。

市職員 読売新聞 2006/3/17

20 横領等企業犯罪 2006/3/25 大阪府職員勤務中パチスロ事件
府税事務所の職員が勤務中にパチスロをしてい
た。

府職員 パチスロ 読売新聞 2006/3/25

21 横領等企業犯罪 2006/5/3 浜松市職員横領事件

春野総合事務所総務課職員が、市中央卸売市場を
運営・管理する任意団体「市場協力会」の口座か
ら約６７０万円を横領。パチンコなどの遊興費に
使用。

市職員 パチンコ 読売新聞 2006/5/3

22 横領等企業犯罪 2006/7/11 郵便局員横領事件

壬生郵便局貯金保険課の元課長代理は、借金の返
済とパチスロなどを遊ぶ金欲しさに、現金自動預
払機（ＡＴＭ）用に保管していた現金から計１２
００万円を抜き取り横領。

郵便局員 パチスロ 読売新聞 2006/7/11

23 横領等企業犯罪 2007/6 みずほ銀行員着服事件

顧客の被害補償と偽って、勤務先の銀行から現金
を着服したとして、みずほ銀行桜台支店の「お客
様サービス課長」で契約社員を逮捕した。金は一
部を借金返済に充て、残りはパチンコやキャバク
ラに使ったと供述。

銀行契約社員 パチンコ 毎日新聞 2014/4/10
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NO. 区分 事件発生及び発覚時期 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 掲載日

24 横領等企業犯罪 2008/4/18 水戸市中央連合会職員横領事件

茨城県、水戸市中央連合会職員は連合会の口座か
ら約2800万円を引き出し着服、金はギャンブル
に使った。1日に数百万を使ったこともあったと
も供述。

県職員 読売新聞 2008/4/23

25 横領等企業犯罪 2008/8/6 鞍手町職員横領事件
福岡県鞍手町企画財政課の班長が約１億５１００
万円を横領し、ギャンブルの資金や借金返済に使
用。

町職員 読売新聞 2009/8/6

26 横領等企業犯罪 2008/11 市原市職員着服事件
市原市保健福祉課の主任は、生活保護費計約７０
０万円を着服。着服金はパチンコなどの遊興費に
使用。

市職員 パチンコ 毎日新聞 2013/7/24

27 横領等企業犯罪 2008/12/5 安芸農協職員横領事件
安芸農協支店長が顧客２４人の貯金など計約８１
００万円を着服した。パチンコや飲み代に使った
と着服を認めた。

農協職員 パチンコ 読売新聞 2008/12/6

28 横領等企業犯罪 2008/12/20 呉農協職員詐欺事件

顧客の貯金約２２９０万円を無断で解約し詐取し
たとして、詐欺の疑いで、ＪＡ呉（広島県呉市）
の支店長代理を逮捕した。容疑者は「競馬に使っ
た。」と供述。

農協職員 競馬 読売新聞 2009/02/19

29 横領等企業犯罪 2008/12/20 高松農業共済職員着服事件
高松農業共済経理担当の総務課係長が組合員の掛
け金約４６００万円を着服し、競馬の借金の返済
に使用

農業共済職員 競馬 読売新聞 2009/4/21

30 横領等企業犯罪 2009/4 佐久穂町職員横領事件　　

長野県佐久穂町職員が、「南佐久勤労者互助会」の通
帳から準公金を引き出したり、使途不明金を発生させ
その一部を横領。パチンコや飲食費に使用。 町職員 パチンコ 読売新聞 2014/5/17

31 横領等企業犯罪 2009/5/22 玉名市職員横領事件
玉名市の天水総合支所建設経済課職員が認定農業者の
団体の運営費およそ５４万円を横領し、パチンコに使
用

市職員 パチンコ 毎日新聞 2009/5/23

32 横領等企業犯罪 2009/6/1 笠岡市職員横領事件

岡山県笠岡市土地開発公社の公金横領事件で、公
社係長と知人の両被告を送検。両被告はギャンブ
ル仲間で横領した金は競輪やパチンコに使ってい
た。

市職員
競輪

パチンコ
毎日新聞 2009/6/2

33 横領等企業犯罪 2009/6/23 北つくば農協職員着服事件

北つくば農業協同組合、結城南山川支店の金融渉
外担当の職員が、顧客の貯金などから約５２５０
万円を着服し、競輪や競馬、パチンコなどに浪費
してたほか、住宅ローンの返済に使用。

農協職員
競輪
競馬

パチンコ
読売新聞 2010/1/14

34 横領等企業犯罪 2009/7/5 豊築農協職員着服事件

豊築農協、築城支所の支所次長が顧客に無断で養
老生命共済を契約変更し、掛け金を引き出すなど
して計約７９００万円を着服した。ギャンブルや
飲食費に使用。

農協職員 読売新聞 2009/7/5
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NO. 区分 事件発生及び発覚時期 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 掲載日

35 横領等企業犯罪 2009/7/24 岡山市農協職員着服事件

岡山市農協職員は顧客４２人から集金した定期積
金や共済契約の掛け金など計１８５６万円を着
服。穴埋め分も含め着服総額は４９５５万円。職
員は「ギャンブルや飲食などに使った」と供述。

農協職員 読売新聞 2009/7/25

36 横領等企業犯罪 2009/7/26 陸上自衛隊員窃盗事件

愛媛県松山南署は陸上自衛隊３等陸曹をパチンコ
店で、客の主婦がパチンコ台に置いていた財布を
盗んだとして逮捕。「パチンコで負けて所持金が
なくなった」供述。

陸上自衛隊員 パチンコ 毎日新聞 2009/7/27

37 横領等企業犯罪 2009/8/5 津山農協職員着服事件

津山農協、渉外担当職員は顧客３７人から集金し
た定期積金や共済契約の掛け金など計９１９万円
を着服していた。パチンコや競馬などのギャンブ
ルに使用。

農協職員
競馬

パチンコ
読売新聞 2009/8/22

38 横領等企業犯罪 2009/8/17 別府市職員着服事件

別府市職員は、本来は郵便小為替を受理したこと
を記載する「郵送受理票」に一部を記載せず、そ
の分を自分が使うパソコンで住民票を発行。手元
に残した郵便小為替４８５５件計１４５万６５０
０円を現金化し、市の口座に入れずに着服してい
た。「パチンコ代などの遊興費に充てた」と供
述。

市職員 パチンコ 読売新聞 2009/8/18

39 横領等企業犯罪 2009/8/27 奈良市職員着服事件

奈良市保護第２課事務職員は生活保護受給者から
の返還金など約１８３万円を着服した。
先物取引やパチンコなどで約６００万円の借金が
あり、借金返済に使用

市職員
パチンコ
先物取引

毎日新聞 2009/8/27

40 横領等企業犯罪 2009/8/27 千葉信用金庫職員着服

千葉県木更津市の信用金庫清見台支店の副支店長
と、岩根支店の調査役の２人が 5900万円を着
服。２人は「パチンコ代や消費者金融の返済に
使った。」と供述。

信用金庫職員 パチンコ 読売新聞 2009/8/28

41 横領等企業犯罪 2009/8/31 　　尾道市職員ヤミ金借金事件
広島県尾道市職員は、パチンコなどの遊興費のた
めヤミ金融から借金をし、地方公務員法で禁止さ
れている無許可のアルバイトをしていた。

市職員 パチンコ 毎日新聞 2010/2/4

42 横領等企業犯罪 2009/9/5 愛南町職員着服事件
愛媛県愛南町職員が、外郭団体の運営費など約
96万円を着服。着服した金をパチンコなどの遊
興費に使ったと供述。

町職員 パチンコ 読売新聞 2009/9/5

43 横領等企業犯罪 2009/9/25 岩手県競馬組合職員着服事件
岩手県競馬組合、男性所長が釣り銭などに使う払戻準
備金など計１９３万円を着服し、パチンコや遊興費に
使ったと供述。

競馬組合職員 パチンコ 毎日新聞 2009/9/25
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44 横領等企業犯罪 2009/9/29 大野市職員着服事件

大分県豊後大野市犬飼支所の職員は計８６６万円
を着服 。職員は、「当初は、着服は少額でパチ
ンコなど遊興費に使っていたが、 次第に穴埋め
のため競馬などに手を出した」と供述。

市職員
競馬

パチンコ
読売新聞 2009/9/30

45 横領等企業犯罪 2009/10 ハナ信用組合職員窃盗事件

ハナ信用組合新潟支店の元融資係長は勤務先の金
庫室から定期積立金など計2250万円を盗んだ。
盗んだ金は「パチンコや飲食代に使った」などと
供述。

信用組合職員 パチンコ 読売新聞 2010/6/30

46 横領等企業犯罪 2009/10 のと共栄信用金庫職員着服事件

のと共栄信用金庫支店に勤務していた元渉外担当
職員が、繰り返しお客様からお預かりした定期積
金の掛込金を着服し、ギャンブルや遊興費等に使
用。

信用金庫職員 毎日新聞 2014/7/19

47 横領等企業犯罪 2009/11/18 柏崎市職員公金詐欺事件

柏崎市建築住宅課係長が新潟県柏崎市発注の随意
契約工事の見積額を不正に水増しした。毎日のよ
うにパチンコで金を使って生活が苦しかったと供
述。

市職員 パチンコ 読売新聞 2010/1/19

48 横領等企業犯罪 2009/11/18 出版社員横領事件

中堅出版社「幻冬舎」預金口座から預金を不正に
引き出したとして、元管理局長を業務上横領容疑
で逮捕した。容疑者は01年8月～09年3月に約
９億円を着服し、競馬に使用。払戻金を含め計約
34億円つぎ込んでいた。

会社員 競馬 読売新聞 2009/11/19

49 横領等企業犯罪 2004/3～2005/3 神奈川県職員横領事件

 神奈川県政策総務課の職員３人は、業者にプー
ルしていた「預け金」から少なくとも
計約２８５０万円を私的に流用。３人は着服した
金をパチンコや飲食代などに使用。

県職員 パチンコ 毎日新聞 2010/4/9

50 横領等企業犯罪 2009/12/18 空自隊員窃盗事件
石川県の航空自衛隊小松基地、第６航空団の空士
長は、同僚隊員の財布から現金を盗んだ、空士長
は金はパチンコや食事代に使ったと供述。

自衛隊員 パチンコ 読売新聞 2009/12/19

51 横領等企業犯罪 2009/12/17 京都府立高事務部長窃盗事件

府立高校の事務部長が、パチンコ店で隣の客の換
金用コイン８０００円分を盗む。隣の人が大当た
りして、うらやましかったのかもしれないと供
述。

学校職員 パチンコ 毎日新聞 2009/12/18

52 横領等企業犯罪 2010/10～2014/4 都城信用金庫職員着服事件
都城信用金庫元係長級職員は顧客16人の口座で
約6600万円を着服し、パチンコ代や得意客の返
済立て替えなどに使用。

信用金庫職員 パチンコ 読売新聞 2014/6/14

53 横領等企業犯罪 2010/1/25 かつらぎ町職員恐喝未遂事件

知り合いの女性に脅迫文書を送りつけ、５０万円
を脅し取ろうとした、和歌山県かつらぎ町職員
が、恐喝未遂の疑いで逮捕。競馬で借金があり返
済のためにやったと供述。

町職員 競馬 毎日新聞 2010/1/25
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54 横領等企業犯罪 2010/2〜4 マンション積立金詐欺
草津町のマンション管理人が修繕積立金等をだま
し取り、ギャンブルに使ったと供述。

マンション管理人 朝日新聞 2010/11/14

55 横領等企業犯罪 2010/2 中学教師窃盗事件
吉賀町立吉賀中学校教師は、学校金庫から部活動
の部費など約27万円を盗む。教師はパチンコに
使ったと供述。

中学教師 パチンコ 毎日新聞 2010/2/16

56 横領等企業犯罪 2010/4/7 吹田市消防署員着服事件
大阪府吹田市消防本部職員が親睦会費など計約
430万円を着服。パチンコと女性との交際費に
使ったと供述。

消防署員 パチンコ 読売新聞 2010/4/8

57 横領等企業犯罪 2010/5/17 コンサルタント会社社長着服事件

コンサルタント会社「エフコンサルティング」元
社長で元公認会計士は、投資ファンド会社などか
ら預かった計約３０億円を着服し、外国為替証拠
金取引（ＦＸ）に使用。

コンサルタント会社
経営者

外国為替証拠金取引
（ＦＸ）

毎日新聞 2010/5/17

58 横領等企業犯罪 2010/8 新生オリエックス社長横領事件

新生オリエックス社の元社長と元総務経理課長2
人が2010年8月から12年6月までの間に会社の
資金を1億円以上横領し、ギャンブルや遊興費、
株式投資などに使用。

会社経営者 株式投資 毎日新聞 2013/1/25

59 横領等企業犯罪 2010/8/30 熊本市非常勤職員着服事件

熊本県熊本市非常勤職員が０６年１０月～10年
４月に滞納者１１人から２５回に渡って計約６４
万円を着服し、パチンコなどの遊興費に使ったほ
か、一部は着服分の補てんにも回していた。

市非常勤職員 パチンコ 毎日新聞 2010/8/31

60 横領等企業犯罪 2010/8/31 青森銀行員横領事件
青森銀行元支店長代理の行員が顧客の預金約３１８万
円を流用。競馬やパチンコなどの遊興費に使用。 銀行員

競馬

パチンコ
毎日新聞 2010/9/1

61 横領等企業犯罪 2010/10/4 高島屋関連会社社員着服事件

百貨店「高島屋」の関連会社でギフト販売「ロジ
エ」元総務課長は同社から１億円着服した業務上
横領容疑で逮捕。
「競馬で遊ぶ金が欲しかった。競馬でいつでも返
せると思い、１０年以上前から計２億円を着服し
た」と供述している。

百貨店関連会社員 競馬 毎日新聞 2010/10/4

62 横領等企業犯罪 2010/11/11 シルバー人材センター事務局長着服事件
元秋田市シルバー人材センター事務局長は、 秋田市
の企業から集金した業務委託料約８２０万円を着服
。パチンコや借金返済に使ったと供述。

市職員 パチンコ 毎日新聞 2010/11/12

63 横領等企業犯罪 2010/11/23 ㈲平成メンテナンス社長横領事件

㈲平成メンテナンスの代表が、業務上横領容疑で
逮捕された。代表は、修繕費の横領容疑を認め、
「生活費とギャンブルに使ったと」話していると
いう。

会社経営者 毎日新聞 2010/11/24

64 横領等企業犯罪 2011/3 リフォーム会社社員横領事件
白浜町の容疑者は取引先の工事代金を勤め先の会
社に入金せず横領し、ギャンブルなどの遊興費に
充てていた。

リフォーム会社社員 読売新聞 2013/1/8
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65 横領等企業犯罪 2011/3/29 陸上自衛隊員横領事件
陸上自衛隊第９通信大隊の陸士長は、職場の旅行積立
金を横領。陸士長は「パチンコ代や借金返済のた
め。」と供述。

自衛隊員 パチンコ 毎日新聞 2011/3/29

66 横領等企業犯罪 2011/4 柏崎農協職員着服事件
柏崎農協職員が普通貯金に入金するとして顧客か
ら預かった３９万円を着服。着服金はパチンコな
ど遊興費に使ったと供述。

農協職員 パチンコ 毎日新聞 2011/6/22

67 横領等企業犯罪 2011/4/16 広島市職員着服 
広島市で滞納税の徴収業務をしていた職員が､徴
収した市税計約97万円を着服。金は競馬やﾊﾟﾁﾝｺ
などの遊興費や借金の返済に充てたと供述。

市職員
パチンコ

競馬
毎日新聞 2011/5/19

68 横領等企業犯罪 2011/5/3 高校教師着服

甲子園４強の滋賀県立瀬田工業高校、野球部監督
は２００７年秋以降、複数回にわたり、野球部員
から徴収したバス代金を着服。パチンコ代や飲食
費などに使用。

高校教師 パチンコ 読売新聞 2011/5/3

69 横領等企業犯罪 2011/6/16 鳴門市学校給食会職員着服事件

徳島県鳴門市の学校給食用のパンなどを作る財団
法人「鳴門市学校給食会」経理担当の職員が同会
の銀行口座などから約９年間で計約１億１０００
万円を着服。競馬などのギャンブルに使ったと供
述。

団体職員 競馬 毎日新聞 2011/6/17

70 横領等企業犯罪 2011/8/5 未成年後見人横領事件

赤ちゃんポストに男児預け、未成年後見人になっ
た男児の口座から約６千万円を横領したとして、
埼玉県警が業務上横領の疑いで同県熊谷市在住の
伯父を書類送検。全国を転々としながらボート
レース（競艇）などのギャンブルや生活費に使
用。

未成年後見人 競艇 毎日新聞 2011/8/9

71 横領等企業犯罪 2011/8/31 タクシー会社社員横領事件
タクシー会社社員は会社の売上金や預金から計約１億
円を着服。競輪などギャンブルに使ったと供述。

タクシー会社社員 競輪 毎日新聞 2011/9/1

72 横領等企業犯罪 2011/9/1 自衛隊員窃盗事件

航空自衛隊静浜基地第１１飛行教育団２等空曹
は、基地内の事務室で同僚の隊員２人が机の中に
保管していた現金計４万３０００円を盗んだ。パ
チンコなどの遊興費が欲しかったと供述。

自衛隊員 パチンコ 毎日新聞 2011/9/1

73 横領等企業犯罪 2011/9/5 ＮＰＯ施設長着服事件

ホームレスらに宿泊場所を提供するなどしている特定
非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の施設長は施設の資金
を着服。金は生活費やギャンブルなどに使ったなどと
供述。

NPO施設長 毎日新聞 2011/9/6
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74 横領等企業犯罪 2011/9/14 めぐみの美濃農協職員着服事件
岐阜県めぐみの美濃農協支店係長が、２年間にわ
たり顧客の定期預金約２７００万円を着服。競輪
などのギャンブルに使ったと供述。

農協職員 競輪 毎日新聞 2011/9/15

75 横領等企業犯罪 2011/11/13 佐久浅間農協職員着服事件
佐久浅間農協職員が、組合員から定期貯金などとして
預かった現金約４０００万円を着服。競馬や借金の返
済に使ったなどと供述。

農協職員 競馬 毎日新聞 2013/10/1

76 横領等企業犯罪 2011/11/22 大王製紙会長会社法違反事件

子会社から無担保で資金を借り入れ損害を与えた
として、大王製紙前会長を会社法違反容疑で逮
捕。ほとんどをカジノでのギャンブルに使ったこ
とは事実と供述。

会社経営者 カジノ 毎日新聞 2011/11/22

77 横領等企業犯罪 2011/12/6 高校職員横領事件
愛知県立半田高校の事務職員が、生徒の保護者か
らの集金を着服。借金返済やギャンブルに使った
と供述。

学校職員 毎日新聞 2011/12/7

78 横領等企業犯罪 2011/12/19 京都府学校給食会職員着服事件
京都府内の「京都府学校給食会」元職員が同会の
預金から約５０００万円を着服。競馬やパチン
コ、借金の返済に使ったと供述。

給食会職員
競馬

パチンコ
毎日新聞 2011/12/20

79 横領等企業犯罪 2012/1/6 現金詐取事件

他人名義の通帳から現金151万円を引き出しだ
まし取ったとして、茨城県結城市結城、無職の容
疑者を詐欺などの疑いで逮捕。ギャンブルに使っ
たと供述。

無職 読売新聞 2012/1/7

80 横領等企業犯罪 2012/1/20 松浦市職員横領事件
長崎県松浦市職員が、公金412万円横領。ギャ
ンブルなどの借金返済に充てるため横領を繰り返
した。

市職員 毎日新聞 2012/1/21

81 横領等企業犯罪 2012/3/9 警察官借入事件
佐賀署の警部が、かつて捜査対象だった男から
ギャンブルなどの遊興費として約１００万円を借
り、懲戒処分を受けた。

警察官 毎日新聞 2012/3/13

82 横領等企業犯罪 2012/3/11 小学校教頭横領事件

伊万里市立大川小学校の教頭が、以前勤務してい
た別の小学校で保護者から集めた「子ども貯金」
など約１９００万円を横領。競艇などのギャンブ
ルに使ったと供述。

小学校教頭 競艇 毎日新聞 2012/3/12

83 横領等企業犯罪 2012/3/24 大分銀行員横領事件
大分銀行高田支店得意先係行員は複数の顧客の預
金計2000万円を着服。競馬や遊興費に使用

銀行員 競馬 読売新聞 2012/4/10

84 横領等企業犯罪 2012/3/27 警視庁弁護士横領事件
警視庁の弁護士が預かっていた依頼人の資金約
600万円を横領。株取引で借金を抱えていて借
金返済に充てていたと供述。

弁護士 株取引 読売新聞 2012/3/27
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85 横領等企業犯罪 2012/4/10 花咲ふくい農協職員横領事件

福井県の花咲ふくい農協職員が１億７千万円余り
を横領。この職員はギャンブルで一気に着服の穴
埋めをしようと、３カ月の短期間に１億２千万円
以上を競艇につぎ込んでいたとみられる。

農協職員 競艇 読売新聞 2013/10/22

86 横領等企業犯罪 2012/4/18 警察官詐欺事件

北海道警稚内署生活安全課巡査は、クレジット
カード紛失を装ってブランド品をだまし取った。
被告は給料を外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）に
つぎ込んで損失を出し、借金返済などのために詐
欺事件を起こした。

警察官
外国為替証拠金取引

（ＦＸ）
読売新聞 2012/4/18

87 横領等企業犯罪 2012/5 金沢中央信用組合職員着服事件
金沢中央信用組合職員が、顧客の預金２２００万
円あまりを着服。自らの借金の返済やパチンコに
使用。

信用組合職員 パチンコ 読売新聞 2012/6/16

88 横領等企業犯罪 2010/4～2012/3 上石津町消防団長着服事件
大垣市上石津町消防団の分団長が市からの報酬１
８６万円を着服。パチンコなどの遊興費に使った
と供述。

消防団員 パチンコ 読売新聞 2012/6/7

89 横領等企業犯罪 2012/6 警察官窃盗事件

兵庫県警察学校の寮で、同僚の財布からキャッ
シュカードを盗んだとして、姫路署の巡査を逮
捕。約20万円を引き出し、パチンコや飲食代に
使ったと供述。

警察官 パチンコ 読売新聞 2012/6/10

90 横領等企業犯罪 2012/6 ＪＲ職員遺失物着服事件
ＪＲ西日本和歌山支社契約社員が、ＪＲ和歌山駅で遺
失物の現金などを着服した。競馬などのギャンブルに
金銭をつぎこんだ結果、犯行に及んだと供述。

JR職員 競馬 毎日新聞 2012/12

91 横領等企業犯罪 2012/6/12 住吉区役所職員キャッシュカード悪用事件
大阪市住吉区役所保健福祉課係長が、死亡した男
性のキャッシュカードを悪用し、金を引き出す。
パチンコなどに使ったと供述。

市職員 パチンコ 読売新聞 2012/6/27

92 横領等企業犯罪 2012/6/18 浦和西署警察官通帳譲渡事件

浦和西署交通課の巡査部長がヤミ金業者に自分名
義の預金通帳を譲渡、それを担保に融資を受けた
巡査部長はパチンコにのめり込み、借金を返すた
めに複数のヤミ金業者から金を借り、昨年春ごろ
には同僚５人から約３５０万円の借金をしてい
た。

警察官 パチンコ 毎日新聞 2012/6/19

93 横領等企業犯罪 2012/6/21 シーマ役員ダイヤモンド横領事件

ジャスダック上場の宝石販売会社シーマから、計
１億円超相当のダイヤモンドを横領したとして、
同社役員を逮捕。横領したダイヤモンドを都内の
質屋などで計約6700万円に換金して、ギャンブ
ルや銀座などの飲み代に使用。

宝石販売会社役員 毎日新聞 2012/6/21

94 横領等企業犯罪 2012/7/27 自衛隊員窃盗事件
岐阜分屯地第６施設群の陸士長が、同僚の財布から現
金を盗んだ。交遊費がほしかったと話し、一部をパチ
ンコに使用。

自衛隊員 パチンコ 毎日新聞 2012/7/28

95 横領等企業犯罪 2012/7/10 秋田銀行行員着服事件
秋田銀行八森支店支店長代理は顧客の預金など計
約１３７０万円を着服し、パチンコによる借金や
自宅の住宅ローンの返済などに使用。

銀行員 パチンコ 読売新聞 2012/9/27
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96 横領等企業犯罪 2012/10/10 木曽町職員横領・放火事件
木曽町役場支所を町職員が放火、横領。学生のこ
ろよりパチンコが好きで借金を繰り返していた。

町職員 パチンコ 毎日新聞 2012/10/10

97 横領等企業犯罪 2012/10/13 広島県職員着服事件
広島県建設事務所の主幹は、職場の親睦会費約１
４０万円を着服。競馬などの費用に使用。

自治体職員 競馬 読売新聞 2012/10/13

98 横領等企業犯罪 2012/10/20 野田梅郷自治会会長横領事件
野田梅郷自治会の会長が、自治会費約６千万円を
横領。　着服金は高級外車の購入費やパチンコに
使用。

自治会会長 パチンコ 読売新聞 2012/10/21

99 横領等企業犯罪 2012/11/12 大阪市立思斉特別支援学校職員横領事件
大阪市立思斉特別支援学校実習助手は同窓会費１
５８０００円を着服し、パチンコなどの遊興費や
生活費に使用。

学校職員 パチンコ 読売新聞 2010/11/13

100 横領等企業犯罪 2012/12/14 真庭農協職員着服事件
真庭農協久世支所信用共済課の課長代理が支所内
の金庫から１９８０万円を着服。競馬などギャン
ブルに使用。

農協職員 競馬 毎日新聞 2012/12/15

101 横領等企業犯罪 2013/1/6 鋼材販売会社社員横領事件
鋼材販売会社「愛知鋼業」の管理部長代理が、６
５０万円を横領。 外国為替証拠金取引（ＦＸ）
と株取引に１億円以上投資した。

鋼材販売会社社員
外国為替証拠金取引

（ＦＸ）
読売新聞 2013/1/7

102 横領等企業犯罪 2013/2/15 警察官窃盗事件

浜松中央署巡査長は勤務する部署の机の中から、仲間
内で集めていた旅行代の積立金計22万円を盗んだ。
巡査長は給料をギャンブルに使い、足りなくなったの
で盗んだと供述。

警察官 読売新聞 2013/2/15

103 横領等企業犯罪 2013/3/8 東京メトロ社員着服事件
日比谷線六本木駅で係員を務めてた職員が運賃を
着服。友人との夕食やパチンコに使用。

東京メトロ職員 パチンコ 毎日新聞 2013/3/9

104 横領等企業犯罪 2013/4/5 旭市職員横領事件

千葉県旭市の教育委員会体育振興課主任は会計管
理していた団体の運営費約３８４万円を横領。パ
チンコや競馬などで消費者金融に借金がありその
返済に充てたと供述。

市職員 競馬・パチンコ 読売新聞 2013/4/6

105 横領等企業犯罪 2013/5 白浜町立富田中学校教師着服事件
和歌山県白浜町立富田中学校の教師が担任学級の
修学旅行の積立金や部活動費など計約７７万円を
着服。パチンコなどの遊興費に使用。

中学教師 パチンコ 読売新聞 2014/3/19

106 横領等企業犯罪 2013/5/27 日本ＩＢＭ系社員着服事件
ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス社員が約１
億３０００万円を着服。ＦＸなどの外為取引に使った
と供述。

コンサル会社社員
外国為替証拠金取引

（ＦＸ）
読売新聞 2013/5/27
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107 横領等企業犯罪 2013/5/27 老人ホーム事務局長着服事件
神戸市東灘区の社会福祉法人「神戸老人ホーム」
の事務局長が、約９２００万円を着服。競馬など
のギャンブルやサラ金の返済に使ったと供述。

介護職員 競馬 毎日新聞 2013/6/26

108 横領等企業犯罪 2013/6 高松市職員窃盗事件
高松市職員は、同僚カードを勝手に使い現金を盗
んだ。証券投資に失敗しギャンブルやFXで損失
を膨らませていたと供述。

市職員
外国為替証拠金取引

（ＦＸ） 朝日新聞 2014/2/1

109 横領等企業犯罪 2013/6/6 大阪府警察官窃盗事件

拳銃の射撃訓練で一緒になった警察官らの財布か
ら繰り返し金を盗んだとして、大阪府警南署地域
課の男性巡査部長を停職１か月の懲戒処分。金は
パチスロに使ったと供述。

警察官 パチスロ 毎日新聞 2013/6/6

110 横領等企業犯罪 2013/6/7 大阪府教委事務職員横領事件

大阪府狭山市立狭山中の事務職員と、元茨木市立
沢池小の事務職員は学校の積立金や給食費などを
横領。狭山中の事務職員は生徒や保護者、教職員
らから集めたＰＴＡ会費や給食費などから少なく
とも７４２万円を着服し、パチスロなど遊興費に
充てたと供述。

学校職員 パチスロ 読売新聞 2013/6/8

111 横領等企業犯罪 2013/6/26 諏訪信用金庫職員着服事件

長野県、諏訪信用金庫、支店融資課長代理職員
は、個人や企業、任意団体計八つの取引先から融
資後の預金の一部など総額１７９６万円余を着
服。着服した金はギャンブルなどの遊興費や着服
した預金の穴埋めに流用。

信用金庫職員 毎日新聞 2013/6/26

112 横領等企業犯罪 2013/6/27 生活保護不正受給事件
山形市小白川町の容疑者は、生活保護で約600
万円分を不正受給。パチンコなどのギャンブルが
やめられず、お金を使っていたと供述。

無職 パチンコ 読売新聞 2013/7/27

113 横領等企業犯罪 2013/7 富山県警察官共益費着服事件

富山県警巡査が、富山西署の宿舎の会計当番をし
ていた宿舎の共用部分の電気料金や町内会費に充
てるために２０数世帯から徴収した共益費およそ
５８万円を着服したうえで、パチンコなどの遊興
費に流用。

警察官 パチンコ 毎日新聞 2014/7/26

114 横領等企業犯罪 2013/7/24 市原市職員生活保護費着服事件

千葉県市原市の生活保護を担当する職員が、生活
保護受給者の死亡後も生きていると偽るなどして
生活保護費計約700万円を着服。着服した金は
パチンコや生活費に充てたと供述。

市職員 パチンコ 毎日新聞 2013/7/24
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115 横領等企業犯罪 2013/8/11 みなべ町職員着服事件　

和歌山みなべ町教育委員会教育学習課主任が、管
理する町体育協会などの団体会計から８６万６５
００円を着服。職員はパチンコなので350万円
の借金があり、返済に使用。

町職員 パチンコ 読売新聞 2013/8/17

116 横領等企業犯罪 2013/9/21 和歌山東署巡査部長不正借入事件
和歌山東署地域課巡査部長が、住宅の改築目的と
して金融機関１社から３７０万円を借り入れた
が、実際にはパチンコなどの遊興費として使用。

警察官 パチンコ 毎日新聞 2013/9/21

117 横領等企業犯罪 2013/10/25 福岡県警警部補個人情報漏えい事件

福岡県警公安３課係長の警部補は、犯罪歴などの
個人情報を漏らした見返りに現金を受け取った。
受け取った金はパチンコ代や生活費に使っていた
と供述。

警察官 パチンコ 毎日新聞 2013/12/20

118 横領等企業犯罪 2013/11 町村議長会職員着服事件
鹿児島県、町村議長会職員を逮捕。議長会口座か
ら預金を引き出し横領。ギャンブルや貴金属購入
に使ったと供述。

町職員 朝日新聞 2014/7/24

119 横領等企業犯罪 2013/11 警察本部教養課係長着服事件

岐阜県警察本部の教養課の係長は、書籍を購入す
る業務を担当し、購入代金として警察職員から受
け取った１３万７０００円あまりを着服。着服し
てパチスロや飲食費、借金返済に使ったと供述。

警察官 パチスロ 毎日新聞 2014/1/31

120 横領等企業犯罪 2013/11/2 空港警備隊員ひったくり事件
千葉県成田市内で警視庁から出向中だった県警成
田国際空港警備隊の巡査がひったくりをした。パ
チンコで所持金を使い果たした末の犯行。

警察官 パチンコ 毎日新聞 2013/11/2

121 横領等企業犯罪 2013/11/3 茨城りらく阿見売上金横領

リラクゼーションサロンに勤務時に「売上金を奪
われた」と１１０番通報し、売上金17万2千円
を横領した疑いがある。また、その後、現金を奪
おうとした強盗未遂で現行犯逮捕されている。
「パチンコをする金がほしかった」と話してい
る。

リラクゼーション
サロン社員

パチンコ 朝日新聞社 2014/1/9
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122 横領等企業犯罪 2013/11/20 箕面商工会議所職員着服事件
箕面商工会議所職員は、共済制度の支払い金を中
抜きするなど約1900万円着服。同職員はパチン
コや競馬、飲み食いなどに使ったと供述。

商工会議所職員 競馬・パチンコ 毎日新聞 2013/11/21

123 横領等企業犯罪 2013/11/22 昭島市職員詐取事件

東京都昭島市生活福祉課の職員は、実際の所得よ
りも低い額が書かれた給与明細書を提出し、生活
保護費を計４３回約５７８万円を同市からだまし
取った疑い。月に５万円をパチンコに使うなどし
て金がなくなり、生活資金に充てていたなどと、
供述。

市職員 パチンコ 読売新聞 2013/11/22

124 横領等企業犯罪 2013/11/27 ３億円相当パソコン流用事件
勤務先が仕入れたパソコンを質屋に売り計約
870万円を着服。３億円相当、２０００台を
売った。金はギャンブルに使ったと供述。

会社員 毎日新聞 2013/11/28

125 横領等企業犯罪 2013/12/21 警部補激励費着服事件
鳥取県警、警部補は、県警中国管区機動隊への出動激
励費などを６回分、計約２４万５０００円着服 。パ
チンコなどの遊興費に使ったと供述。

警察官 パチンコ 読売新聞 2013/12/22

126 横領等企業犯罪 2013/12/25 小学校教頭・教師横領

熊本県荒尾市教育委員会は、市立小学校で男性教
頭が横領や窃盗を繰り返し、その後、同じ学校に
勤務する教師も同様の不正行為を繰り返していた
と発表した。市教委に対し教頭は借金返済などに
使った、講師は「パチンコや生活費に使ったと供
述。

小学校教頭
小学校教師

パチンコ 読売新聞 2013/12/26

127 横領等企業犯罪 2014/1 消防士バカラ賭博事件
我孫子市消防本部の消防士が、川崎市内で地方公
務員法に反しバカラ賭博を行っていた。また振り
込め詐欺グループに関与したともいう。

消防署員 バカラ 毎日新聞 2014/8/1

128 横領等企業犯罪 2014/1 近畿日本ツーリスト社員着服事件
近畿日本ツーリスト沖縄社員が、およそ2億
8,000万円を着服。ギャンブルなどで遊興費がか
さみ、エスカレートしてしまったと供述。

旅行代理店社員 読売新聞 2014/4/26

129 横領等企業犯罪 2014/1/8 県信漁連職員横領事件

久慈市漁協から県信漁連に出向し、くじ支店（岩
手県久慈市）に勤務していた職員が顧客の定期積
み金の掛け金を横領。横領してた金はパチンコな
どの遊興費に使用。

漁協職員 パチンコ 読売新聞 2014/1/8

130 横領等企業犯罪 2014/1/17 ＮＥＣ系社員着服事件

ＮＥＣのグループ会社「ネッツエスアイ東洋」社
員が２０１３年12月までの８年間に会社の資金
約15億円を着服。金は競馬などのギャンブルに
使ったと供述。

会社員 競馬 日本経済新聞 2014/1/18
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131 横領等企業犯罪 2014/1/22 書記官横領・放火事件

コンゴ民主共和国の日本大使館の放火事件で、大
使館の公金を着服していた、書記官が着服の事実
を認める。金はカジノなどで使った。使い込みが
ばれないように火を付けたなどと供述。

大使館職員 カジノ 日本経済新聞 2014/12/4

132 横領等企業犯罪 2014/2/20 東二見漁協職員着服事件

兵庫県明石市の東二見漁業協同組合の幹部職員が
組合の口座から組合費など7,000万円以上着服。
幹部は総額は覚えていないがギャンブルなどの遊
興費などに使ったと供述。

漁協職員 毎日新聞 2014/12/2

133 横領等企業犯罪 2014/3/5 都宅建協会事務局長横領事件
業務上横領容疑で、東京都宅地建物取引業協会元
事務局長を逮捕。着服した金は、カードの支払い
や競馬などに充てたと供述。

宅建協会職員 競馬 毎日新聞 2014/3/6

134 横領等企業犯罪 2014/3/12 碓氷安中農協職員着服事件
碓氷安中農協の葬儀場に勤務していた臨時職員が
葬儀代約３５５万円を着服。着服を認めており、
パチンコなどに使ったと供述。

農協職員 パチンコ 毎日新聞 2014/3/13

135 横領等企業犯罪 2014/3/27 郵便局員横領事件

 ５００万円を横領したとして逮捕・起訴された
福岡県福岡中央郵便局の営業担当課長がほかにも
横領を繰り返していたとして、業務上横領の容疑
で追送検さた。横領額は１億円を超え「ギャンブ
ルに使った」と容疑を認めている。

郵便局員 毎日新聞 2014/3/27

136 横領等企業犯罪 2014/4/11 伊達市農協職員着服

北海道伊達市の農協で農家の納税事務を担当して
いた職員が、農家への還付金など約3,000万円を
着服。先物取引で失敗して着服しているうちにエ
スカーレートしたと供述。

農協職員 先物取引 読売新聞 2014/4/11

137 横領等企業犯罪 2014/4/15 日田市職員横領事件

大分県日田市税務課職員が税金を横領。被害金額
は約１０８万円。市の聞き取りに対し職員は
「ギャンブルと生活苦のため、横領してしまっ
た」と供述。

市職員 毎日新聞 2014/4/16

138 横領等企業犯罪 2014/4/17 不動産会社社長脱税事件

架空経費を計上して約３０００万円を脱税したと
して、東京国税局が法人税法違反の疑いで東京都
新宿区の不動産会社「アーバンインフィニティ」
社長を東京地検に告発。隠した所得は社長が外国
為替証拠金取引（ＦＸ）で出した損失の穴埋めな
どに使用。

不動産会社経営者
外国為替証拠金取引

（ＦＸ）
毎日新聞 2014/4/17
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ギャンブル等の理由で起こった事件簿（平成版）

NO. 区分 事件発生及び発覚時期 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 掲載日

139 横領等企業犯罪 2014/4/21 くろべ農協職員着服事件

くろべ農協職員が、組合員で組織する集落営農の
協議会や水稲のじかまき部会などの口座から計４
３９万円を着服。職員はパチンコに使ったと着服
を認めている。

農協職員 パチンコ 毎日新聞 2014/4/22

140 横領等企業犯罪 2014/4/23 井原鉄道社員横領事件

第三セクター・井原鉄道の預金口座などから現金
を着服したとして、経理担当社員を起訴。 パチ
ンコ代欲しさに駅テナントから集金した家賃など
を着服し、計約３４７６万円の横領を繰り返し
た。またバカラ賭博にも使い、暴力団と貸借関係
がある。

鉄道職員
パチンコ
バカラ

毎日新聞 2014/4/22

141 横領等企業犯罪 2014/4/24 長野銀行員着服事件
長野銀行支店営業係の行員は、顧客から預かった
計約１１２万円を着服。金は生活費やパチンコ代
に使ったと供述。

銀行員 パチンコ 毎日新聞 2014/4/25

142 横領等企業犯罪 2014/4/29 男性役員、自治会費着服
大分県別府市内の自治会役員が自治会費約６８０
万円を着服。 生活費やパチンコに使ったと供
述。

自治会役員 パチンコ 読売新聞 2014/4/30

143 横領等企業犯罪 2014/5/1 りそな銀行員横領事件

東京都豊島区、りそな銀行池袋支店行員が、顧客
から私的に集めた約１億5500万円を外国為替証
拠金取引（ＦＸ）などの運用に回し、大半を消失
させた。男性行員は問題の発覚後に自殺。

銀行員
外国為替証拠金取引

（ＦＸ）
読売新聞 2014/5/1

144 横領等企業犯罪 2014/5/17 佐久穂町教育委員会職員横領事件

長野県佐久穂町教育委員会の主査が、以前管理し
ていた周辺町村の中小企業の従業員で構成する互
助会の口座などから現金を横領。パチンコや飲み
代などに使ったと供述。

教育委員会職員 パチンコ 読売新聞 2014/5/17

145 横領等企業犯罪 2014/5/23 中学校教頭横領事件

滋賀県大津市立中学校教頭は、１人で管理を任さ
れていたＰＴＡ会費の預金口座から２８回にわ
たって、計約６４万円を引き出し、借金の返済や
パチンコ代に使用。

中学校教頭 パチンコ 読売新聞 2014/5/24

146 横領等企業犯罪 2014/6/12 伊勢市職員横領事件

三重県伊勢市上下水道部下水道施設管理課の排水
設備係長が、市税約計230万円を横領。収税課
元職員は事実を認め、株の購入やギャンブルなど
遊興費に使用。

市職員 毎日新聞 2014/6/12

147 横領等企業犯罪 2014/6/13 ひまわり信用組合理事着服事件
兵庫ひまわり信用組合理事が２００３年以降、約
２５５０万円を着服。パチンコなどの遊興費に
使ったと供述。

信用組合職員 パチンコ 毎日新聞 2014/11/13
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ギャンブル等の理由で起こった事件簿（平成版）

NO. 区分 事件発生及び発覚時期 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 掲載日

148 横領等企業犯罪 2014/6/14 都城信用金庫職員着服事件

宮崎県都城信用金庫高城支店の渉外係副長職員が
顧客名義のローンを悪用したり、預金を引き出し
たりするなどして約６６６９万円を着服。引き出
した金はパチンコ代や得意客の返済立て替えなど
に使用。

信用金庫職員 パチンコ 読売新聞 2014/6/14

149 横領等企業犯罪 2014/6/19 商品券３０００万円相当着服事件

通信機器販売レンタル会社「ビジョン」の販促管
理課長が会社から商品券を着服。金券ショップで
換金し、借金の返済や新宿・歌舞伎町の違法カジ
ノなどでの遊興費に使用。

レンタル会社社員 カジノ 毎日新聞 2014/6/20

150 横領等企業犯罪 2014/6/23 伊達農協職員着服事件
伊達農協みらい旅行センター職員が、団体旅行の
代金として、顧客から預かった約127万円を着
服。馬券購入に充てたと供述。

農協職員 競馬 読売新聞 2014/6/26

151 横領等企業犯罪 2014/6 ベネッセ情報流出事件

ベネッセホールディングスの顧客情報を販売目的
で、不正に持ち出したとして、元システムエンジ
ニアを任意事情聴取。名簿業者に買取を持ち掛
け、数百万で売った。ギャンブルで使ったと供
述。

システムエンジニア 読売新聞 2014/7/17

152 横領等企業犯罪 2014/7/6 伊藤忠社員横領事件

出向先のニュージーランドの関連会社で資金約６
億円を着服したとして、業務上横領容疑で、伊藤
忠商事社員を逮捕。着服金は外国為替証拠金取引
（ＦＸ）に投資。

商社社員
外国為替証拠金取引

（ＦＸ）
毎日新聞 2014/7/7

153 横領等企業犯罪 2014/7/8 ダイキン社員着服事件

エアコン世界首位のダイキン工業の課長級だった
社員が、水増しした外注費を業者から還流させる
手口で２億円超を着服。ギャンブルなどの遊興費
に充てていたと供述。

メーカー社員 毎日新聞 2014/7/8

154 横領等企業犯罪 2014/7/23 県町村議長会職員横領事件

鹿児島県町村議長会が管理する預金口座から６４
０万円を横領したとして、業務上横領の疑いで議
長会事務局職員を逮捕。容疑を認め、花札にのめ
り込み、議長会の預金などで借金返済に充て、宝
石も買い集めていたと供述。

町議長会職員 花札 読売新聞 2014/10/1

155 横領等企業犯罪 2014/8/26 青森県漁協職員横領事件
青森県信用漁協三厩代理店職員が現金１４７万円
を着服。パチンコなどに使っていたと供述。

漁協職員 パチンコ 読売新聞 2014/8/27

156 横領等企業犯罪 2014/8/30 北おおさか信用金庫職員着服事件
北おおさか信用金庫職員が預り証を偽造し、客か
ら預かった３０００万円を着服。職員は着服を認
め、競馬やボートなどに使ったと供述。

信用金庫職員 競馬・競艇 毎日新聞 2014/8/30
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NO. 区分 事件発生及び発覚時期 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 掲載日

157 横領等企業犯罪 2014/8/30 松原市職員病気休暇中パチンコ事件
病気休暇中にパチンコをしていたとして、  市民
生活部の主任を停職２ヵ月の懲戒処分にしたと発
表。

市職員 パチンコ 毎日新聞 2014/8/30

158 横領等企業犯罪 2014/9/9 　運送会社元社員横領事件

勤務先の運送会社から９６５０万円を着服したと
して、業務上横領の疑いで香川県直島町の元社員
で飲食店経営者を逮捕。競馬に使ったと容疑を認
めている。

運送会社経営者 競馬 読売新聞 2014/9/10

159 横領等企業犯罪 2014/10/30 放漫経営社長失踪着服
会社の預金を着服したとして、自動車部品卸売会
社の元社長を逮捕。約7200万円を横領しギャン
ブルに使ったと見ている。

自動車部品会社経営者 朝日新聞 2014/10/31

160 横領等企業犯罪 2015/2/10 岐阜市教育委員会課長親睦会費着服

岐阜市は職場の親睦会費約350万円を着服した
として教育委員会男性課長を停職処分とした。平
成21年から着服し、パチンコ代に充てたとい
う。

市職員 パチンコ 産経ニュース 2015/2/10

161 横領等企業犯罪 2015/2/19 佐川急便元係長5千万円詐取

１９日警視庁は、佐川急便の元係長と元運送業者
の両容疑者を詐取容疑で逮捕した。２人は２００
９年９月から２０１０年６月運送会社に佐川が業
務を委託したと偽り、計５１００万円をだまし
取った。容疑者は、競馬やパチンコに使ったと供
述している。

運送会社社員
競馬

パチンコ
読売新聞 2015/2/19

162 横領等企業犯罪 2015/4 京都府巡査捜査費着服事件
京都府の巡査部長が捜査費15万円を着服したと
みられる。巡査部長は着服を認めており、ギャン
ブルなどで多額の借金があったという。

警察官
NHK関西

NEWSWEB
2015/6/15

163 横領等企業犯罪 2015/5/29 北越紀州製紙24億円着服

子会社の北越トレイディング㈱の元総務部長は、
平成12年から発覚するまで24億7600万円を着
服していた。使用用途は競馬、パチンコなどの
ギャンブル、株取引等、遊興費と話しているらし
い。

製紙会社社員 競馬・パチンコ等 新潟日報 2015/5/29

164 横領等企業犯罪 2015/6/2 元精密機械メーカー社員5400万円着服容疑

一人で経理業務を担当し、2010～2013年に
7500万円を着服したとみられる。着服金の大半
は、競馬に使われ「馬に賭ける快感が忘れられな
かった」と話している。

メーカー社員 競馬 時事通信社 2015/6/2

165 横領等企業犯罪 2015/6/17 千葉駅員不正定期券255万円着服
東葉高速鉄道駅員は、不正に入手した定期券を払
い戻す手口で、約255万円を着服していた。
「パチンコのためにやった」と話している。

鉄道職員 パチンコ 朝日新聞 2015/6/18
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166 横領等企業犯罪 2015/7 福岡元郵便局長千数百万円横領
福岡県警は、元郵便局長を現金千数百万円を横領
したとして逮捕した。「ボートレースなどのギャ
ンブルに使った」と容疑を認めている。

郵便局員 競艇 毎日新聞 2015/7/2

167 横領等企業犯罪 2015/7/9 元神奈川県議500万円着服

元神奈川県議員の行政書士は、現職時の13年に
成年後見人を務めていた男性の口座から500万
円着服したとして逮捕された。着服した金は宝く
じや住宅ローンの返済に充てていたとみられる。

元神奈川県議
行政書士

宝くじ 日テレNEWS24 2015/7/9

168 横領等企業犯罪 2015/7/27 広島県信用組合支店長着服隠ぺい事件

広島県信用組合支店長が５年間にわたり預金
3400万円あまりを着服していた。着服した金
は、飲食費やギャンブル、借金の返済に使ってお
り、総額は1億5千万円にのぼる。

信用金庫支店長 NHKNEWSweb 2015/8/28
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ギャンブル等の理由で起こった事件簿（平成版）

NO. 区分 事件発生及び発覚時期 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 掲載日

1
強盗/殺人等

重大事件
1990/3/12 北九州・母娘殺傷事件

犯人は競艇などギャンブルにのめり込みサラ金か
ら１００万円以上の借金をし、その返済に強盗を
計画した。女性に2ヶ月の重症を負わせ、女性の
長女を殺害し、現金等を奪い逃走。その途中にも
女性に怪我を負わせた。

仮出所中 競艇 読売新聞 1993/4/23

2
強盗/殺人等

重大事件
1996/6/10 江東区連続殺人事件

犯人はマンションのエレベーター内で会社役員の
女性から金品を奪おうと、首などをナイフで突き
刺し殺害。調べに対しパチンコに負けて金がな
かったと供述。

パチンコ 読売新聞 1999/8/27

3
強盗/殺人等

重大事件
1998/10/27 長崎連続保険金殺人事件

犯人は愛人と共に、次男に3500万円の保険金を
かけ殺害。夫にも多額の保険金をかけ殺害。愛人
は競輪、麻雀、パチンコなどのギャンブルで多額
の負債があり、その保険金を借金返済やギャンブ
ル、派手な遊行費に使い果たした。

古美術商
保険外交員

競輪・パチンコ・麻雀 毎日新聞 1999/8/31

4
強盗/殺人等

重大事件
2000/10/21 ３９道府県窃盗事件

住所不定、無職の犯人は、３９道府県の観光地で
ホテルや旅館荒らしを繰り返し逮捕。被害総額は
約１億５０００万円に上る。盗んだ金はパチンコ
やギャンブルにつぎ込んでいたと供述。

無職 パチンコ 毎日新聞 2000/10/21

5
強盗/殺人等

重大事件
2001/5/8 武富士強盗殺人・放火事件

タクシー運転手の容疑者は青森県の武富士弘前支
店に押し入り、現金を要求したものの支店長に拒
否されたため、店内にガソリンをまいて放火、火
災により社員5人が死亡、4人も重軽傷を負っ
た。競輪などの遊興費に充てるため借金をし返済
できなくなったと供述。

タクシー運転手 競輪 読売新聞 2002/3/4

6
強盗/殺人等

重大事件
2001/5/25 父子連続殺人事件

徳島県。父子の他殺体が相次いで見つかった事件
で、パチンコ仲間の容疑者に逮捕状。被害者にパ
チンコ代を借りていたという話もある。

不明 パチンコ 読売新聞 2001/5/28

7
強盗/殺人等

重大事件
2001/7/28 郵便局強盗未遂事件

愛知県。工員が郵便局に侵入し強盗未遂。動機に
ついて容疑者は、借金のほかパチンコなどの遊興
費や、生活費がほしかったと供述。

工員 パチンコ 毎日新聞 2001/7/29
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8
強盗/殺人等

重大事件
2001/8/6 女子大生変死事件

東京都内の女子大生が変死体で見つかった事件で
交際していた男を逮捕。別れ話のもつれから殺し
た、などと供述。かつて、被害者の部屋にあった
現金計約３０万円を持ち出し、パチンコなど遊興
費に使ったことから、トラブルになったことも
あったという。

パチンコ 毎日新聞 2001/8/7

9
強盗/殺人等

重大事件
2001/9/23 パチンコ店強盗事件

犯人２人は滋賀県木之本町のパチンコ店から現金
約120万円を奪い、店長にけがをさせた。ギャ
ンブルなどで生活費が尽き、強盗計画を仲間に提
案し２人で実行に及んだ。

読売新聞 2010/4/28

10
強盗/殺人等

重大事件
2001/11/25 宮崎2人女性殺人事件

犯人は金品を物色し、帰宅した女性を殺害。その
12日後に、雑貨店経営の女性を殺害し、現金な
ど奪った。犯人はパチンコ好きで数百万円の借金
があった。

パチンコ 読売新聞 2001/12/12

11
強盗/殺人等

重大事件
2001/12/3 農水省職員母子殺人事件

農水省職員が母子殺害。ギャンブルでできた借金
を巡って妻と口論が絶えず、首を絞めて殺したと
供述。

農水省職員 読売新聞 2001/12/24

12
強盗/殺人等

重大事件
2002/1/27 父殺害事件

パチンコで小遣いを使い果たした息子が、父親に
金を無心。断られたために殺す。

パチンコ 毎日新聞 2002/1/28

13
強盗/殺人等

重大事件
2002/6/22 主婦行方不明事件

岡山県の主婦が行方不明になり、夫名義の口座か
ら現金７００万円が引き出された事件で、捜査本
部はキャッシュコーナーの防犯ビデオに映ってい
た女の逮捕状をとった。女は、競艇・パチンコな
どギャンブルが好きで、借金が２０００万円以上
に上り昨年離婚していた。

競艇
パチンコ

毎日新聞 2002/6/23

14
強盗/殺人等

重大事件
2004/3/18 いわき市母娘強盗殺人事件

犯人は車のローンやパチンコなどの遊興費による
借金から、強盗目的で資産家の母娘2人を殺害、
現金を奪った。

パチンコ 毎日新聞 2005/1/15

15
強盗/殺人等

重大事件
2004/7/22 神戸従兄弟夫婦殺害事件

犯人は従兄弟夫婦に借金を申し込んだが断られ、
2人を殺害の上、現金と貴金属を強奪して逃走。
麻雀する金が欲しくて借金を申し込みに行ったが
断られたため殺害したと供述。

無職 麻雀 読売新聞 2005/11/3
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16
強盗/殺人等

重大事件
2005/3 双子兄弟連続窃盗事件

双子の兄弟は埼玉、群馬、栃木など５県で４８５
件の盗み、現金計３６４７万円とバッグや商品
券、小型犬など６８８０点（計約１５５７万円相
当）を盗んだ。「収入がなく、生活費やパチンコ
代欲しさにやった」と供述。

無職 パチンコ 読売新聞 2009/7/31

17
強盗/殺人等

重大事件
2005/4/13 保険金殺害事件

犯人は出会い系で知り合った工務店従業員に依頼
し、夫を殺害。パチンコ通いなどで、消費者金融
から200万円の借金がありそれを返済するため
夫の退職金や、保険金を目当てに殺害に及んだ。

工務店従業員
主婦

パチンコ 読売新聞 2005/6/3

18
強盗/殺人等

重大事件
2005/4/27 大阪・岐阜連続強盗殺人事件

新聞勧誘員はパチスロなどでできた借金の返済に
強盗を計画。岐阜県の女性宅に侵入し、現金を奪
い殺害。その後、大阪に逃亡し、主婦に金を要求
したが抵抗され殺害。

新聞勧誘員 パチスロ 読売新聞 2007/4/28

19
強盗/殺人等

重大事件
2005/5/16 綾瀬市職員死体遺棄事件

神奈川県綾瀬市職員の遺体を残土置き場に埋めた
として同僚職員を死体遺棄容疑で逮捕。二人の間
にはパチンコなどギャンブルでできた借金があ
り、借金でトラブルになり犯行至ったと供述。

市職員 パチンコ 毎日新聞 2005/5/17

20
強盗/殺人等

重大事件
2005/5/29 集団自殺未遂事件

パトロール中の秋田県大館署員が、不審な乗用車
を発見し同乗していた二人に職務質問したとこ
ろ、練炭を使い自殺するために長野県に向かう途
中と判明。そのうちの一人はパチンコなどで数百
万の借金があったと供述。

パチンコ 読売新聞 2005/5/30

21
強盗/殺人等

重大事件
2005/9/25 カレー店経営者殺害事件

犯人は、山口県山陽小野田市のカレー店で、女性
経営者に借金の返済を迫られたことに腹を立て、
紐のようなもので首を絞めて殺害し、遺体を山陽
小野田市厚狭のため池に遺棄した。盗んだ金はパ
チンコなどに使用。

無職 パチンコ 毎日新聞 2006/1/19

22
強盗/殺人等

重大事件
2005/10 北九州市保険金殺害事件

北九州市で、車の転落事故を装って保険金目的で
夫を殺害したとして妻と男２人が逮捕された。
マージャンやパチンコ などで出来た借金があ
り、逮捕された男２人も借金をかかえていて、借
金の返済のために保険金をだまし取ろうと、殺害
を計画。

飲食店経営
建設業
主婦

パチンコ
麻雀

読売新聞 2006/1/8

23
強盗/殺人等

重大事件
2005/11/30 前橋市資産家強殺事件

以前勤めていた証券会社の顧客を殺害。ギャンブ
ルなどに困り金を奪おうと計画、殺害。

元証券会社員 毎日新聞 2005/11/30
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24
強盗/殺人等

重大事件
2006/3 教育ローン詐取事件

大阪市内の運送会社社員が入学金などを貸し付け
る「国の教育ローン」を知人になりすまして詐
取。被告は調べに、方法は知り合いから聞いた。
金はパチンコなど遊興費に使ったと供述。

運送会社社員 パチンコ 読売新聞 2010/2/12

25
強盗/殺人等

重大事件
2006/7/7 大阪大学生母殺害事件

大阪大学生が母を殺害。パチスロや風俗にのめり
込み留年し、教育熱心だった母に期待に応えられ
ない絶望感から犯行に至った。

大学生 パチスロ 読売新聞 2006/7/29

26
強盗/殺人等

重大事件
2006/7/19 岩手県母娘強盗殺人事件

犯人は強姦と強盗目的で会社員の女性と娘を殺
害。自営の塗装業の仕事は殆どなく、パチスロや
釣りにのめり込み400万円の借金があった。

塗装業 パチスロ 読売新聞 2007/4/25

27
強盗/殺人等

重大事件
2007/12/2 習志野市強盗殺人事件

犯人はパチンコなどによる浪費から金に困り、千
葉県習志野市の路上で勤務先から帰宅途中の男性
の胸を包丁で刺して殺害、現金６０００円入りの
財布を奪った。

パチンコ 読売新聞 2008/10/9

28
強盗/殺人等

重大事件
2008/3 １府９県店舗荒らし事件

喫茶店などから現金を盗んだとして、窃盗容疑な
どで 逮捕した、犯人が、奈良、大阪、和歌山の
ほか北陸、中国地方の１府９県で計１１６件の窃
盗を繰り返していた。被害総額は約５２０万円に
上る。生活費やパチンコ代に使ったと供述。

無職 パチンコ 読売新聞 2010/1/29

29
強盗/殺人等

重大事件
2008/3/22 大阪中国人留学生強殺事件

犯人は中国人留学生と会社員を刺殺。競馬やパチ
ンコで所持金を使い果たした末の犯行だった。

競馬
パチンコ

読売新聞 2009/11/11

30
強盗/殺人等

重大事件
2008/6/5 電器店店主強殺事件

静岡県浜松市、無職の犯人は同市の電器店「すぎ
うら電化」の店主を殺害し現金を盗み逃走。生活
費やパチンコに使用。

無職 パチンコ 毎日新聞 2009/4/21

31
強盗/殺人等

重大事件
2008/8/26 八戸市父殺害事件 パチンコ代欲しさに実父を殺害し現金を奪う。 パチンコ 毎日新聞 2008/8/26

32
強盗/殺人等

重大事件
2008/10/1 大阪個室ビデオ店放火事件

犯人は大阪の個室ビデオ店に放火し16人を死な
せた。容疑者は職を転々としながらギャンブルに
のめり込み、多額の借金を抱える一方、心臓病を
患っており、地検などは将来を悲観した犯行とみ
ている。

無職 読売新聞 2008/10/23

   '

強盗/殺人等 重大事件 27 ページ

(C)2015 一般社団法人 ギャンブル依存症問題を考える会



ギャンブル等の理由で起こった事件簿（平成版）

NO. 区分 事件発生及び発覚時期 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 掲載日

33
強盗/殺人等

重大事件
2008/12/3 金融業者強殺事件

静岡市の会社員が消費者金融業者強殺。パチンコ
やスロットで作った借金の返済に困ったことが事
件の動機につながったとみている。

会社員 パチンコ・パチスロ 毎日新聞 2008/12/3

34
強盗/殺人等

重大事件
2009/5/18 介護士窃盗流用事件

東京都足立区西新井の介護士が介護していた認知
症の高齢者のキャッシュカードを盗み、約９１０
万円を 引き出した。盗んだ金をパチンコや 旅行
に使ったと供述。

介護士 パチンコ 読売新聞 2009/5/19

35
強盗/殺人等

重大事件
2009/5/20 祖父母強殺事件

茨城県土浦市乙戸南の犯人が、祖父母を殺害し現
金や商品券を盗む。 被告は、高校中退後、定職
に就かず、家族の財布や金庫から金を盗み、パチ
スロや夜遊びに 興じるようになった。

無職 パチスロ 読売新聞 2009/5/20

36
強盗/殺人等

重大事件
2009/6/18 鹿児島市高齢夫婦殺害事件

鹿児島市で犯人は高齢夫婦を殺害。犯人はパチン
コや飲み代で年金を使い切ってしまい金に困って
いたと供述。

年金生活者 パチンコ 読売新聞 2010/11/2

37
強盗/殺人等

重大事件
2009/6/22 葵区金融店主強殺事件

犯人は静岡市葵区御幸町の消費者金融店主を殺害
し、現金を奪う。パチンコなどで浪費し金策に行
きずまった。身近な者への対面を保つために犯行
に及んだ。

パチンコ 読売新聞 2009/6/23

38
強盗/殺人等

重大事件
2009/6/25 滋賀県キャッシュカード悪用事件

滋賀県甲賀、不正に入手した他人名義のキャッ
シュカードでATMから10万円を引き出した。他
にも計約2000万円を同名義のキャッシュカード
で引き出した疑いがある。引き落とした金はパチ
ンコに使用。

パチンコ 毎日新聞 2009/6/25

39
強盗/殺人等

重大事件
2009/6/26 ゆうちょ銀行員詐欺

ゆうちょ銀行員が、架空の国債購入準備金の運用
を持ちかけ、定期貯金を解約させ570万円をだ
まし取った。金はギャンブルに充てたと供述。

銀行員 毎日新聞 2009/6/27

40
強盗/殺人等

重大事件
2009/6/30 厚木市知的障害女性性的暴行事件

神奈川県厚木市の知的障害者施設に入所していた
２０歳代女性が抵抗できないと知りながら、外出
時の車内で数十回、わいせつ行為をしたり、 被
害者の口座から約７０万円を引き出し、パチンコ
などに使用。

当直員 パチンコ 読売新聞 2009/7/11

41
強盗/殺人等

重大事件
2009/7/3 大阪、兵庫連続ひったくり事件

大阪、兵庫で約100件ものひったくりを繰り返
していとして住所不定無職の男性２人を逮捕。飲
食代やパチスロなどで遊ぶ金欲しさにやったと供
述。

無職 パチスロ 読売新聞 2009/7/4
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42
強盗/殺人等

重大事件
2009/7/5 此花区パチンコ店放火殺人事件

大阪市此花区のパチンコ店を放火。4人が死亡、
19人が重軽傷を負った事件で、犯人はパチンコ
などで借金が200万円〜300万円あったと供
述。

不明 パチンコ 毎日新聞 2009/7/7

43
強盗/殺人等

重大事件
2009/8/27 ホテル従業員強盗事件

犯人は東京のホテルから現金１２万円を奪った。
金はパチンコに使ったと供述。

ホテル従業員 パチンコ 毎日新聞 2009/8/27

44
強盗/殺人等

重大事件
2009/8/29 下関市常習累犯窃盗事件

山口県下関市で犯人は、夜間の人がいない時を
狙って窃盗を繰り返していたと供述。 盗んだ金
は生活費やパチンコ代に充てていたと供述。

不明 パチンコ 毎日新聞 2009/8/29

45
強盗/殺人等

重大事件
2009/9 ５県窃盗事件

窃盗容疑で逮捕された犯人は同じ手口で事務所専
門の窃盗を５県で約６０件にわたって繰り返して
いた。生活費やパチンコで遊ぶ金が欲しかったと
供述。

不明 パチンコ 読売新聞 2010/1/28

46
強盗/殺人等

重大事件
2009/9/2 4府県空き巣事件

犯人は４府県（滋賀、京都、大阪、三重）で空き
巣を繰り返し、 被害は現金や商品券など総額約
４２５０万円。 昼間はパチンコに興じ、資金が
尽きると窃盗を繰り返してた。

不明 パチンコ 読売新聞 2009/9/3

47
強盗/殺人等

重大事件
2009/9/7 民生委員強殺事件

民生委員が名古屋市に住む、一人暮らしの83歳
の女性を強殺し預金を引き出す。　民生委員はパ
チンコなどの遊興費に金をつぎ込み、約500万
円の借金があったという。

民生委員 パチンコ 読売新聞 2009/9/7

48
強盗/殺人等

重大事件
2009/9/8 信号待ち強盗事件

東京都内で信号待ちをしていた男性に因縁をつけ
て金属バットで脅し現金を奪った。犯人は奪った
金はパチンコや飲食代に使ったと供述。

不明 パチンコ 毎日新聞 2009/9/8

49
強盗/殺人等

重大事件
2009/9/14 和歌山市強盗殺人事件

犯人は給料をパチンコで使い、金に困り、貴金属
が多くあると聞いていた和歌山市六十谷の家の盗
みを決意。口封じのために首を絞めて殺害。

パチンコ 読売新聞 2009/9/15

50
強盗/殺人等

重大事件
2009/10/2 徳万歳郵便局強盗事件

犯人は青森県徳万歳郵便局で100万円を強盗。
パチンコで借金を繰り返し、金を手に入れるには
強盗しかないと考え犯行を計画。

パチンコ 毎日新聞 2009/10/30

51
強盗/殺人等

重大事件
2009/10/8 名古屋市強盗殺人事件

犯人は名古屋市西区のマンションで被害者の首を
絞め殺害し24万円と腕時計を盗む。金は女性と
の交際費とパチンコに充てたと供述。

パチンコ 読売新聞 2009/12/28

52
強盗/殺人等

重大事件
2009/10/15 日立市連続コンビニ強盗事件

犯人は茨城県日立市内の同じコンビニ店で連続強
盗。犯人は金がなくてやった。パチンコに使った
と容疑を認めている。

パチンコ 読売新聞 2011/2/22
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53
強盗/殺人等

重大事件
2009/11/9 青森市強盗殺人事件

犯人は青森市造道の住宅に侵入し、住人を殺害
し、 現金を奪った。パチンコなどに金をつぎ込
み、生活に困っていたなどと供述。

パチンコ 読売新聞 2009/12/9

54
強盗/殺人等

重大事件
2009/12/24 小竹町強盗殺人事件

犯人は同僚のタクシー運転手の首を刺すなどして
殺害し、現金約158万円を奪った。犯人はギャ
ンブル好きで約650万円の借金があったとい
う。

タクシー運転手 毎日新聞 2010/7/15

55
強盗/殺人等

重大事件
2010/1/18 札幌市女性強盗殺人事件

札幌市北区で内装業の犯人が女性を殺害し雪に埋
めた事件で、犯人はギャンブルで多額の借金があ
り、金がなかったと供述。

内装業 読売新聞 2010/2/27

56
強盗/殺人等

重大事件
2010/1/25 京都知人殺害事件

犯人は生活保護費のほとんどを遊興費に使い、被
害者に借金の申し入れをしたところ、金もないの
にパチンコと説教され腹を立て、殺害し現金を盗
んだ。盗んだ金はパチンコで使い果たした。

生活保護 パチンコ 毎日新聞 2010/1/28

57
強盗/殺人等

重大事件
2010/1/30 伊万里コンビニ強盗事件

犯人は佐賀県のセブンイレブン伊万里八谷搦店に
押し入り、現金６万３千円を奪って逃走。生活に
困っていたと供述。奪った金の一部は借金返済と
パチンコに使用。

パチンコ 毎日新聞 2010/2/1

58
強盗/殺人等

重大事件
2010/2/2 佐原信用金庫強盗未遂事件

千葉県の佐原信用金庫都賀支店で、犯人が職員に
文化包丁をつきつけ「金を用意しろ。」と脅し
た。 犯人は窓口脇の扉からカウンター内に侵入
しようとしたが、職員が抵抗したため歩いて逃げ
た。犯人はパチンコ代が欲しくてやったと供述。

パチンコ 毎日新聞 2010/2/3

59
強盗/殺人等

重大事件
2010/2/13 豊和銀行員窃盗事件

大分県豊和銀行の行員が、勤め先の銀行で現金計
８１０万円を盗む。パチンコで多額の借金を抱
え、返済目的で犯行に及んだと供述。

銀行員 パチンコ 毎日新聞 2010/3/6

60
強盗/殺人等

重大事件
2010/2/17 長野県強盗強姦事件

犯人はパチンコで生活費を増やそうと考え、無断
欠勤し、会社を解雇された。その後、県内の女性
宅に押し入り、暴行し現金とキャッシュカードを
奪う。

元会社員 パチンコ 読売新聞 2010/2/17

61
強盗/殺人等

重大事件
2010/3 妻殺害遺棄事件

千葉中央区で犯人は、妻を鉄アレイで殴り絞殺し
てトランクに放置したうえ、長男もなぐりけがを
負わせた。ギャンブルや借金をしていた事の発覚
を恐れ殺害を決意したと供述。

朝日新聞 2010/10/30

62
強盗/殺人等

重大事件
2010/3/18 足利市妻刺殺事件

栃木県足利市の無職の犯人が、妻を包丁で殺害。
犯人はパチンコで重ねた借金についてに小言を言
われ殺害を決意。

無職 パチンコ 毎日新聞 2010/10/1
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63
強盗/殺人等

重大事件
2010/4/22 和歌山・大阪ペコちゃん窃盗事件

犯人は和歌山や大阪など2府3県の不二家店頭か
らペコちゃん人形計10体を盗んだ。動機はパチ
ンコや覚せい剤、生活費のためだったと供述。

パチンコ 読売新聞 2010/4/23

64
強盗/殺人等

重大事件
2010/4/7 警部補放火殺人事件

富山市で会社役員男性と妻が殺害後自宅を放火さ
れた。殺人容疑で逮捕された警部補は、消費者金
融から借金があり、釣りやパチンコや飲代に使っ
たと供述。

警察官 パチンコ 朝日新聞 2013/1/8

65
強盗/殺人等

重大事件
2010/5/11 放火強盗殺人事件

千葉県八街市で被害者の家が全焼し、他殺死体で
見つかった。家賃滞納していた土木作業員が逮捕
された。奪った金を家賃やギャンブルに充ててい
た可能性がある。

土木作業員 朝日新聞 2010/5/24

66
強盗/殺人等

重大事件
2010/5/25 佐々町強盗致傷事件

犯人は、長崎県佐々町の町道で、金を奪う目的で
男性を殴り重傷を負わせた。犯人はパチスロで金
を使い込んだ末に犯行に及んだ。

パチスロ 読売新聞 2010/5/27

67
強盗/殺人等

重大事件
2010/5/25 長浜市パチンコ店強盗事件

犯人は元妻と共謀し、滋賀県長浜市のパチンコ店
の男性店長に包丁を突きつけ、現金約１１７万円
を奪う。犯人は父親の遺産約９０００万円をギャ
ンブルなどで使い果たし、刑務所に入りたくて自
首した。

毎日新聞 2010/5/26

68
強盗/殺人等

重大事件
2010/5/26 千林パチンコ店刺殺事件

犯人は大阪市旭区千林のパチンコ店で客の男性を
刺殺。パチンコで生活費を使い果たして死にたい
と思い、無差別殺人を起こして死刑になろうとし
たと供述。

パチンコ 毎日新聞 2011/10/8

69
強盗/殺人等

重大事件
2010/5/26 岡山県民家窃盗事件

犯人は民家などで盗みを繰り返した。 飲食代、
パチンコ代に使ったと供述。

パチンコ 読売新聞 2010/5/27

70
強盗/殺人等

重大事件
2010/5/27 大阪市内ひったくり事件

大阪市内で１０１件のひったくりを繰り返したと
して、パチンコ店員の男を逮捕。自らのパチンコ
代などを工面するため犯行に及んだと供述。

パチンコ店員 パチンコ 読売新聞 2010/5/28

71
強盗/殺人等

重大事件
2010/5/28 富山コンビニ強盗未遂事件

包丁を持ってコンビニ店に押し入ったとして強盗
未遂罪などに問われた、アルバイト店員の初公判
が富山地裁であり、検察側は「借金をしてまでパ
チンコにのめり込んでいた。動機に酌量の余地は
ない。」と懲役４年を求刑。

アルバイト店員 パチンコ 毎日新聞 2010/5/29
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72
強盗/殺人等

重大事件
2010/9/19 吹田市強盗殺人事件

大阪府吹田市で被害者を殺害し、キャッシュカー
ドが入った財布を奪ったとして、派遣社員の男を
逮捕。盗んだ金はデジタル一眼カメラの購入やス
ロットなどのギャンブルに充てたと供述。

派遣社員 パチスロ 毎日新聞 2010/10/28

73
強盗/殺人等

重大事件
2010/10 石井町妻承認殺害事件

徳島県石井町、契約社員の男は、ギャンブルのた
めに借金を重ね、生活に困って将来を悲観し、妻
と心中することを決め、自宅で就寝中の妻の承諾
を得て殺害。

契約社員 毎日新聞 2011/1/14

74
強盗/殺人等

重大事件
2010/12 詐欺・強盗致死事件

加西市で警備員に架空の縁談をもちかけ８００万
搾取し、刃物で殺害。犯人の２人は生活費やギャ
ンブルに充てたと供述。

不明 朝日新聞 2011/3/7

75
強盗/殺人等

重大事件
2011/2 妻を切りつけ殺人未遂

信頼していた妻が渡した金をパチンコに浪費して
いた事がわかりナイフで切りつけた。その後執行
猶予となるが、妻がパチンコを再開しトラブルと
なり、コンビニに侵入し金を奪おうとした。

不明 パチンコ 朝日新聞 2012/2/20

76
強盗/殺人等

重大事件
2011/2/20 みちのく安達農協職員強盗事件

みちのく安達農協二本松支店職員は1億1千万円
を強奪。ギャンブルでの借金があった。

農協職員 毎日新聞 2011/2/20

77
強盗/殺人等

重大事件
2011/8 切断遺体一斗缶事件

大阪市で犯人は、妻と長男を殺害切断し一斗缶に
入れた。ギャンブルなどで数百万の借金を抱えて
いた。

朝日新聞 2011/11/4

78
強盗/殺人等

重大事件
2011/9/2 連続強盗事件

犯人は、出水市や熊本県で高齢者宅に侵入し模造
刀で脅して金を奪った。パチンコを注意され家を
飛び出し、生活費やパチンコ代欲しさに強盗を計
画。

パチンコ 朝日新聞 2012/2/21

79
強盗/殺人等

重大事件
2011/11 父殺害事件

加古川市で犯人は２０００年、父を殺害し、２０
１１年１１月にトランクルームで遺体が発見され
る。その間、父になり済まし融資金をだまし取
り、ギャンブル等に使ったと供述。

朝日新聞 2012/8/29

80
強盗/殺人等

重大事件
2012/2 札幌パチンコ店強盗殺人事件

札幌市内のパチンコ店で元従業員が従業員2人を
包丁で切りつけ重傷を負わせ365万円を奪っ
た。奪った金は、借金の返済やパチスロ代に使っ
たと供述。

パチンコ店元従業員 パチスロ 朝日新聞 2012/7/18

81
強盗/殺人等

重大事件
2012/2/13 タクシー強盗殺人未遂事件

龍ヶ崎市内で、タクシー運転手にカッターナイフ
を突き付け現金を奪った。また土浦市内のホテル
で女性従業員を刺し、金は奪えず逃げた。犯人
は、二つの事件の前にパチンコなどで金を使い果
たしていた。

パチンコ 朝日新聞 2012/11/20
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82
強盗/殺人等

重大事件
2012/4/30 浦安看護師殺害事件

2012年4月合鍵を盗んで忍び込み、知人宅を訪
れてた23歳看護師を殺害。2011年10月頃か
ら、パチンコで借金を重ねていたシステムエンジ
ニアを逮捕した。

システムエンジニア パチンコ 朝日新聞 2013/1/22

83
強盗/殺人等

重大事件
2012/6 京都東山強盗殺人事件

犯人は交際相手を殺害し、キャッシュカードを盗
んで現金を引き出した。お金は、パチンコなどに
使ったと供述。

パチンコ 朝日新聞 2013/2/6

84
強盗/殺人等

重大事件
2012/6/22 元高校教師妻殺害事件

元高校教師が茨城県水戸市笠原町の自宅で妻を殺
害し遺体を隠した。妻にパチンコ代の増額を断ら
れ、口論からもみ合いとなり殺害したと供述。

元高校教師 パチンコ 毎日新聞 2012/12/5

85
強盗/殺人等

重大事件
2012/8/8 床下遺体遺棄事件

川口市で犯人は、親戚の男性を殺害後床下に遺棄
したのち、口座から預金を引き出し、ギャンブル
に充てたと供述。

朝日新聞 2012/8/31

86
強盗/殺人等

重大事件
2012/12/3 伏見コンビニ強盗事件

伏見区のコンビニエンスストアに犯人が包丁を突
き付け現金を奪った。ギャンブルに使う金が欲し
かったと供述。

朝日新聞 2012/12/19

87
強盗/殺人等

重大事件
2012/12/18 干物店強盗殺人事件

伊東市の干物店元従業員が社長と従業員を殺害
し、売上金を奪った。パチンコなどの遊興費で数
百万の借金があったと供述。

干物店元従業員 パチンコ 朝日新聞 2013/6/5

88
強盗/殺人等

重大事件
2013/1 北海道妻子殺害事件

自宅で妻と次女を刺殺、長女にけがを負わせ、自
宅に放火した元農林水産省職員の男は、多額の借
金をしてパチンコを繰り返し、家族を殺して自分
も死のうとしたと供述。

農林水産省職員 パチンコ 朝日新聞 2013/7/10

89
強盗/殺人等

重大事件
2013/2/28 二戸強盗殺人事件

犯人は、同僚宅に金を奪う目的で侵入し、包丁で
胸を刺し失血死させた。パチンコで給料を浪費
し、金欲しさで犯行に及んだ。

会社員 パチンコ 朝日新聞 2013/12/3

90
強盗/殺人等

重大事件
2013/4/9 岐阜強盗殺人未遂事件

犯人は岐阜市の市営住宅で、金を奪う目的で住人
男性を刃物で刺し殺そうとした。生活保護費は、
パチンコ店で使い、被害者から借金をしていた。

生活保護 パチンコ 朝日新聞 2013/11/12

91
強盗/殺人等

重大事件
2014/1/16 富山スーパー強盗事件

33歳の被告は、スーパーで店長に刃物を突き付
けて現金362万5千円を奪った。パチンコなどに
よる約1千万円の借金が動機になっている。

無職 パチンコ 朝日新聞社 2014/12/25
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92
強盗/殺人等

重大事件
2014/4/17 桜井コンビニ強盗事件

パチンコ代欲しさにコンビニに押し入り女性店員
に刃物を突き付け現金4万5千円を奪ったとして
桜井市軽作業員の男を逮捕。

軽作業員 パチンコ 朝日新聞 2014/4/20

93
強盗/殺人等

重大事件
2014/10/2 北九州同居長男殺害事件

65歳被告は、ギャンブル依存症の長男から長
年、金を無心され、妻もうつ病になるなど精神的
に相当追い詰められ長男を殺害した。犯行後、自
殺を図ったが未遂に終わった。

無職 読売新聞 2015/6/4

94
強盗/殺人等

重大事件
2014/10/20 釧路妻殺害容疑

自宅で妻を殺害したとして53歳の会社員を逮
捕。妻を窒息死させた疑いがあり、その後、自宅
から出火したが、容疑者は、外出中と言ってい
る。容疑者がパチンコなどで作った借金をめぐり
夫婦間でトラブルになっていた疑いがあるとい
う。

会社員 パチンコ 朝日新聞社 2015/1/26

95
強盗/殺人等

重大事件
2015/4 宮崎延岡コンビニ狂言強盗

２９歳被告は、コンビニで働く男性と共謀して強
盗を装い現金を盗んだとして起訴された。被告
は、パチンコの借金や離婚の慰謝料の支払いに困
り狂言強盗をもちかけた。

建設作業員 パチンコ 朝日新聞社 2015/6/27

96
強盗/殺人等

重大事件
2015/5/14 芦屋承諾殺人事件

殺害を承諾した95歳の母親を自宅で68歳の被告
が刺殺した。被告は、10年前から母と同居し介
護する一方で、ギャンブルと女性との交際で全財
産を使い果たした。今後を心配する母と心中を計
画。母を殺害後、自分を刺そうとしたができな
かったという。

無職 朝日新聞社 2015/7/23

97
強盗/殺人等

重大事件
2015/6/16 三重県桑名女性殺害事件

三重県桑名市で、女性を布製ロープで絞めて殺害
し、現金入りのかばんなどを奪った疑い。競艇な
どギャンブルや生活費に充てるため被害者に借金
を繰り返し、残高は「数十万円あった」と供述。

トラック運転手 競艇 読売新聞 2015/7/7

98
強盗/殺人等

重大事件
2015/6/30 新幹線放火自殺事件

71歳男性が、新幹線車内で放火し自殺を図り、
巻き込まれた女性が一人亡くなった。容疑者は、
消費者金融に借金があり、年金では、生活できな
いと不満をもらしていた。パチンコ好きでもあ
り、事件前日には、競艇場に行っていたことも判
明。

年金生活者
パチンコ

競艇
朝日新聞デジタル

日刊スポーツ
2015/7/7
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1
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1988/10/8 少女誘拐殺害事件
大阪府貝塚市で両親がパチンコ中、6歳女児が誘
拐後殺害される。無職の男を逮捕。

両親 パチンコ 朝日新聞 1988/10/8

2
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1989/1/22 幼児誘拐刺傷事件

神奈川県で母親がパチンコ中、4歳女児が行方不
明に。数ヶ所を刃物で刺され、重症の状態で発見
された。 母親 パチンコ 読売新聞 1989/1/22

3
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1989/2 車内放置・車両火災幼児死亡事件
埼玉県で祖母がパチンコ中、2歳女児を車内放
置。車両火災が発生し、焼死。

祖母 パチンコ 読売新聞 1989/2/27

4
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1989/5/16 幼児交通死亡事故
埼玉県川越市で夫婦がパチンコ中､連れてきてい
た2歳男児が一人で外に出て車にはねられ死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 1989/5/18

5
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1989/6/14 車内放置幼児死亡事件
群馬県前橋市で1歳女児を後部座席のいすに座ら
せドアロックし母親が約2時間パチンコ。心不全
で死亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 1989/6/15

6
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1989/11/12 幼児ひき逃げ死亡事故
山口県山口市で両親がパチンコ中、2歳男児が店
外に出てひき逃げされ死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 1989/11/13

7
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1990/2/16 幼児行方不明事件(無事保護)
熊本県。両親と子供3人でパチンコ店へ。3歳男
児が行方不明になるが、後日、無事保護。近くの
ビルに迷い込み、閉じ込められていた。

両親 パチンコ 読売新聞 1990/2/16

8
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1990/5/12 幼児誘拐殺害事件
栃木県足利市で父親がパチンコ中、4歳女児が行
方不明に。後日、渡良瀬川で死体で発見される。
首を絞められた痕があった。

父親 パチンコ 朝日新聞 1990/5/14

9
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1990/7/22 車内放置乳児死亡事件
福島県で母親がパチンコ中、6ヶ月の女児を車内
放置。店員が発見したが、脱水症状で死亡。

母親 パチンコ 読売新聞 1990/7/30

10
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1990/10/28 車内放置・車両火災双子幼児死亡事件
宮城県石巻市で両親がパチンコ中、1歳女児2人
(双子)を車内放置。車両火災が発生し、2人とも
死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 1990/10/29

11
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1990/12/9 幼児誘拐殺害事件
愛知県名古屋市で両親がパチンコ中、3歳女児が
行方不明に。男に窒息死させられていた。

両親 パチンコ 朝日新聞 1990/12/10

12
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1991/8/14 車内放置幼児死亡事件
愛知県一宮市で父親がパチンコ中、1歳男児と2
歳女児を 車内放置。脱水症状で、2人とも死亡。

父親 パチンコ 朝日新聞 1991/8/14
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ギャンブル等の理由で起こった事件簿（平成版）
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13
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1991/11/2 幼児行方不明事件(無事保護)
大阪府で母親がパチンコ中、4歳男児が男に連れ
去られる。10分後、その男の逮捕とともに無事
保護。

母親 パチンコ 朝日新聞 1991/11/3

14
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1991/12/27 車両火災幼児死亡事件
茨城県鉾田町で夫婦がパチンコ中、車に乗せてい
た2歳男児がﾗｲﾀｰをいたずらし、座席が燃え一酸
化炭素中毒で死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 1991/12/28

15
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1992/2/20 車両火災幼児大火傷事件
茨城県古河市で幼児２人を車に残し夫婦でパチン
コ中、ライターで遊んだ火が燃えうつり３歳と１
歳男児が大火傷。

両親 パチンコ 朝日新聞 1992/2/21

16
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1992/4/3 幼児死亡火災事件
大阪府で両親がパチンコ中、自宅が火災。残され
ていた2歳男児が焼死。

両親 パチンコ 読売新聞 1992/4/4

17
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1992/6/30 車内放置乳児死亡事件
京都府亀岡市で両親がパチンコ中、7ヶ月の女児
を車内放置。ミルクを詰まらせ窒息死。

両親 パチンコ 朝日新聞 1992/7/1

18
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1992/7/1 幼児転落事件
愛知県で母親がパチンコ中、4歳女児が4階駐車
場から落下。意識不明の重体となる。

母親 パチンコ 読売新聞 1992/7/4

19
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1992/7/19 幼児水死事件
鹿児島市で両親と一緒にパチンコ店に訪れていた
３歳女児が取水口に転落し死亡した。

両親 パチンコ 朝日新聞 1992/7/20

20
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1992/7/28 車内放置乳児死亡事件
鳥取県岩美郡で両親がパチンコ中、10ヶ月の男
児と2歳男児を車内放置。脱水症で10ヶ月の男
児が死亡。2歳男児は回復。

両親 パチンコ 朝日新聞 1992/7/29

21
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1992/7/30 幼児交通死亡事故
兵庫県で両親がパチンコ中、5歳男児が国道へ。
車に轢かれ、首の骨を折り、死亡。

両親 パチンコ 読売新聞 1992/7/31

22
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1994/2/23 幼児強制わいせつ事件
東京都で母親がパチンコ中、犯人が4歳女児をイ
タズラしようとする。騒がれれたため、殺そうと
したが4歳女児は無事。

母親 パチンコ 読売新聞 1994/3/17

23
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1994/3/9 幼児列車事故
茨城県香取郡で両親がパチンコ中、店を出てJR
成田線に石を投げ遊んでいた２歳女児が列車には
ねられ重体。

両親 パチンコ 朝日新聞 1994/3/10

24
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1994/7/22 車内放置幼児死亡事件
長崎県で母親がパチンコ中、3歳男児を車内放
置。脱水症状で死亡。

母親 パチンコ 読売新聞 1994/7/23
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25
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1994/8/23 幼児交通死亡事故
愛知県で両親と子供2人でパチンコ店へ。兄弟で
店外へと買い物に出る。 3歳男児が車に轢かれ、
死亡。兄は無事。

両親 パチンコ 読売新聞 1994/8/24

26
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1994/8/15 幼児死亡火災事件
兵庫県神戸市で幼児２人を自宅に残し両親がパチ
ンコ中、火災が起き逃げ遅れた２人とも死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 1994/8/16

27
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1994/8/31 車内放置乳児死亡事件
山形県で両親がパチンコ中、9ヶ月の男児を車内
放置。脱水症状で死亡。

両親 パチンコ 読売新聞 1994/9/1

28
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1994/9/3 車内放置幼児死亡事件
福岡県久山町で両親がパチンコ中、1歳男児を車
内放置。熱中症で死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 1994/9/4

29
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1995/1/15 幼児交通死亡事故
千葉県八千代市で両親がパチンコ中、3歳男児が
パチンコ屋から道路に飛び出しはねられ死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 1995/1/17

30
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1995/6/11 車内放置乳児死亡事件
福岡県飯塚市で主婦が幼児３人を連れてパチンコ
に行き、車内に寝かせていた2ヵ月の次女が死
亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 1995/6/12

31
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/3/30 少女誘拐事件（無事保護）
大阪府で父親がパチンコ中、8歳女児が男に連れ
去られる。翌日、8歳女児は無事に解放される。

父親 パチンコ 読売新聞 1996/4/3

32
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/5/18 幼児列車死亡事故
岩手県で母親がパチンコ中、2歳男児が踏み切り
に進入。列車に轢かれ、死亡。

母親 パチンコ 読売新聞 1996/5/19

33
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/5/18 車内放置乳児死亡事件
愛媛県川之江市で母親がパチンコ中、7ヶ月の男
児を車内放置。脱水症状で死亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 1996/5/19

34
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/5/19 幼児水死事件
島根県松江市で母親がパチンコ中、3歳男児が船
津川に転落。水死する。

母親 パチンコ 朝日新聞 1996/5/20

35
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/6/15 車内放置幼児死亡事件
東京都足立区で母親がパチンコ中、1歳児と2歳
児を車内放置。熱中症で、2人とも死亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 1996/6/16

36
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/7/7 幼児行方不明事件
群馬県太田市で両親がパチンコ中、4歳の姉が行
方不明に。何者かに連れ去られた可能性が高い。

両親 パチンコ 朝日新聞 1996/7/10
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37
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/7/13 少女誘拐事件（無事保護）
愛知県名古屋市で母親がパチンコ中、7歳女児が
男に車で連れ去られる。30分後、7歳女児は無
事に解放される。

母親 パチンコ 朝日新聞 1996/7/13

38
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/7/21 幼児水死事件
千葉県茂原市で母親がパチンコ中、4歳男児が農
業用水路に転落し水死。

母親 パチンコ 朝日新聞 1996/7/22

39
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/8/21 幼児ひき逃げ疑惑事件
兵庫県明石市。母親がパチンコ中、駐車場で遊ん
でいた5歳女児が店内で倒れ死亡。駐車場でひき
逃げの可能性があるという。

母親 パチンコ 朝日新聞 1996/8/22

40
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1997/1/25 幼児交通死亡事故
熊本県熊本市で両親がパチンコ中、3歳女児が国
道へ。全身を強く打ち、死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 1997/1/26

41
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1997/7/9 車内放置乳児死亡事件
茨城県で両親がパチンコ中、10ヶ月の女児と1
歳女児を車内に5時間半放置。 10ヶ月の女児は
熱中症で死亡。 1歳女児は意識不明の重体。

両親 パチンコ 朝日新聞 1997/7/10

42
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1997/7/18 幼児虐待死事件
香川県坂出市で両親が2歳女児をタンスに押し込
み、パチンコ。2歳女児は死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 1997/7/18

43
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1997/9/1 乳児置き去り死亡事件
栃木県那須郡で母親が外出中、6ヶ月の男児が自
宅で死亡。母親はパチンコや友人宅に出かけてい
た。

母親 パチンコ 朝日新聞 1997/9/3

44
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1998/3/26 車内放置幼児死亡事件
千葉県君津市で母親がパチンコ中、1歳女児と2
歳女児を車内放置2人とも死亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 1998/3/27

45
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1998/8/17 車内放置幼児死亡事件
北海道美唄市で両親がパチンコ中、1歳男児を車
内放置。熱中症で死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 1998/8/17

46
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1999/3/3 車内放置幼児死亡事件
鳥取県鳥取市で母親がパチンコ中、1歳女児を車
内放置。 脱水症の疑いで死亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 1999/3/4

47
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1999/7/1 車内放置乳児死亡事件
茨城県鉾田市で母親がパチンコ中、6ヶ月の男児
を車内放置。 熱中症で死亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 1999/7/4

48
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1999/7/16 車内放置幼児死亡事件
静岡県浜松市で両親がパチンコ中、5ヶ月の女児
を車内放置。脱水症の疑いで死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 1999/7/18
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49
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1999/8/27 車内放置幼児死亡事件
群馬県高崎市で両親がパチンコ中、1歳男児と2
歳男児を車内放置。 熱中症で、2人とも死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 1999/9/1

50
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1999/11/26 車内放置乳児死亡事件
福岡県水巻町で母親がパチンコ中、2ヶ月の男児
を車内放置。男児は風邪気味で、病死の疑い。

母親 パチンコ 朝日新聞 1999/11/27

51
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2000/5/9 車内放置乳児死亡事件
群馬県前橋市で母親がパチンコ中、9ヶ月の男児
を車内放置。 熱中症で死亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 2000/5/10

52
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2000/8/16 幼児交通死亡事故
福岡県小郡市で母親がパチンコ中、ホール駐車場
で6歳の兄と遊んでいた3歳の妹がゴミ収集車に
轢かれ死亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 2000/8/17

53
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2000/9/24 幼児交通死亡事故
鹿児島県鹿児島市で父親がパチンコ中、ホール駐
車場で遊んでいた4歳男児が市道へ飛び出し、車
に轢かれ死亡。

父親 パチンコ 朝日新聞 2000/9/26

54
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2001/1/28 幼児死亡火災事件
神奈川県で両親がパチンコ中、自宅が火事に。
5ヶ月の女児と3歳女児が一酸化炭素中毒で死
亡。

両親 パチンコ 読売新聞 2001/12/26

55
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2001/3/2 幼児遺体遺棄事件

愛知県小牧市で男女１１人の子どものうち六女
（当時２歳）の遺体をクーラーボックスに入れて
放置していた主婦を逮捕。主婦はパチンコが趣味
で、毎日のように近くのパチンコ店に入り浸って
いた。

母親 パチンコ 朝日新聞 2001/3/3

56
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2001/5/4 車内放置幼児死亡事件
広島県庄原市で母親がパチンコ中、1歳男児と2
歳女児を車内放置。 1歳男児は熱中症で死亡。 2
歳女児はその後、回復。

母親 パチンコ 朝日新聞 2001/5/5

57
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2002/4/22 車内放置乳児死亡事件
福井県福井市で両親がパチンコ中、11ヶ月の女
児を車内放置。 熱中症で死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 2002/4/24

58
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2002/5/18 幼児交通死亡事故
福岡県で祖父母と母親がパチンコ中、2歳男児が
車に轢かれる。 全身打撲で死亡。

母親・祖父母 パチンコ 読売新聞 2002/5/19

59
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/3/5 幼児交通死亡事故
栃木県小山市で祖母と母親がパチンコ中、3歳女
児が国道に飛び出す。 車に轢かれ、死亡。

母親・祖母 パチンコ 朝日新聞 2003/3/7
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60
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/3/7 幼児行方不明事件(無事保護)
和歌山県で両親がパチンコ中、3歳女児が行方不
明に。 20キロ離れた山中で無事保護される。

両親 パチンコ 読売新聞 2003/3/11

61
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/3/27 車内放置幼児死亡事件
静岡県浜北市で母親がパチンコ中、1歳女児を6
時間車内放置。 熱中症で死亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 2003/3/30

62
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/4/3 車内放置乳児死亡事件
長野県飯田市で母親がパチンコ中、9ヶ月の男児
を車内放置。熱中症で死亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 2003/4/4

63
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/4/27 車内放置乳児死亡事件
愛媛県北条市で両親がパチンコ中、10ヶ月の女
児を車内放置。 熱中症で死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 2003/4/28

64
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/5/27 車内放置乳児死亡事件
鹿児島県で母親が8カ月の長男を車内に寝かせた
ままパチンコ。熱中症で死亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 2003/5/28

65
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/8/26 実子殺害事件
福井県小浜市。無職の父親が5歳の園児を殺害。
父親にはパチンコに使うため約1500万円の借金
があった。

父親 パチンコ 朝日新聞 2003/9/22

66
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/8/27 車内放置幼児死亡事件
福島県会津若松市で母親がパチスロ中、3歳男児
を車内放置。 熱中症で死亡。

母親 パチスロ 朝日新聞 2003/8/28

67
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/12 幼児死亡火災事件
愛知県で母親が留守中、自宅が火事に。残されて
いた1歳の女児と3歳の男児が死亡。母親は買い
物後、パチンコをしていた。

母親 パチンコ 読売新聞 2003/12/13

68
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2004/6/22 5歳児転落事件
東京都で母親がパチンコ中、5歳男児が女子中学
生にマンション5階から突き落とされる。 奇跡的
に5歳男児は軽症。

母親 パチンコ 読売新聞 2004/6/23

69
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2004/6/24 幼児交通死亡事故
大分県大分市で両親がパチンコ中、2歳女児が
200ｍ離れた国道上で車に轢かれ、死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 2004/6/26

70
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2004/7/7 車内放置幼児死亡事件
佐賀県佐賀市で父親がパチンコ中、1歳女児を車
内放置。 熱中症で死亡。

父親 パチンコ 朝日新聞 2004/7/8

71
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2004/7/30 車内放置幼児死亡事件
兵庫県篠山市で父親がパチンコ中、2歳男児を車
内放置。 熱中症で死亡。

父親 パチンコ 朝日新聞 2004/7/31
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72
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2004/12/28 車内放置乳児死亡事件
三重県いなべ市。両親がパチンコ中、6ヶ月の女
児を12時間車内放置。 急性循環不全で死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 2004/12/30

73
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2005/3/31 乳幼児死亡火災事件

鹿児島県隼人町　両親らパチンコ中に住宅が全焼
し、乳幼児を含む子ども５人の遺体が見つかっ
た。いづれも焼死。

両親 パチンコ 朝日新聞 2005/4/1

74
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2005/5/14 車内放置幼児死亡事件
熊本県で両親がパチンコ中、1歳男児を車内放
置。 熱中症で死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 2005/5/18

75
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2005/8/17 車内放置乳児死亡事件
岩手県で母親がパチスロ中、6ヶ月の女児を車内
放置。熱中症で死亡。

母親 パチスロ 読売新聞 2005/8/18

76
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2005/9/2 幼児死亡火災事件
埼玉県川口市で両親がパチンコ中、自宅が火事
に。 残されていた1歳女児と2歳男児が死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 2005/9/2

77
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2006/5/8 車内放置乳児死亡事件
長野県で生後９カ月の長男を乗せた車を駐車場に
放置、パチンコをしていて 熱中症で死亡。

不明 パチンコ 読売新聞 2006/5/10

78
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2006/5/28 車内放置乳児死亡事件
愛知県豊明市で両親がパチスロ中、2ヶ月の男児
を車内放置。 熱中症で死亡。

両親 パチスロ 朝日新聞 2006/5/29

79
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2007/1/31 幼児殺害事件
大阪府豊中市能勢町で１歳男児をバイク座席下の
ヘルメット収納スペースに入れて殺害。パチンコ
に行くためと供述。

父親 パチンコ 読売新聞 2007/6/26

80
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2007/4/2 幼児転落死事件
大阪府守口市で両親がパチンコ中、3歳女児が自
宅ベランダから転落。 10ｍ下に落下し、死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 2007/4/3

81
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2008/ 佐賀母親売春強要事件
パチンコなどの借金で生活が苦しく、中・高生の
娘2人に売春させた。

母親 パチンコ 毎日新聞 2009/4/22

82
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2008/4/14 車内放置幼児死亡事件
鹿児島県鹿児島市内で母親がパチンコ中、1歳男
児を車内放置。 熱中症で死亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 2008/4/15

83
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2008/5/1 放置幼児死亡事件
京都府八幡市で、衰弱した4歳児放置死の疑いで
母親逮捕。ほぼ連日、子どもに留守番をさせて男
性らとパチンコに通っていたという。

母親 パチンコ 読売新聞 2008/5/2
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84
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2009/1/6 幼児3人死亡火災事件
千葉県松戸市で母親がパチンコ中、自宅が火災。
残されていた6ヶ月の女児、3歳男児、4歳男児
が死亡。

母親 パチンコ 読売新聞 2009/1/8

85
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2009/8/27 車内放置乳児死亡事件
秋田県由利本荘市で母親がパチンコ中、11ヶ月
の男児を車内放置。 熱中症で死亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 2009/8/28

86
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2010/4 幼児ゆさぶり死亡事件

寝屋川で１歳１０カ月の三女をゆさぶり死亡させ
たと両親逮捕。三女の体には、骨折、やけどや内
出血の跡があった。母親はギャンブルをするお金
がない生活が大変と供述。

両親 朝日新聞 2014/4/10

87
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2010/5/13 車内放置乳児死亡事件
高知県で母親がパチスロ中、6ヶ月の男児を車内
放置。 熱中症の疑いで死亡。

母親 パチスロ 朝日新聞 2010/5/14

88
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2011/4/29 乳児置き去り死亡事件
神奈川県横浜市で両親がパチンコに行くため、生
後９カ月の長男、1歳10カ月の長女を自宅に放
置。長男は死亡、長女は無事だった。

両親 パチンコ 朝日新聞 2011/4/30

89
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2011/7/25 車内放置幼児死亡事件
石川県輪島市で両親がパチンコ中、1歳女児を4
時間半車内放置。 熱中症の疑いで死亡。

両親 パチンコ 朝日新聞 2011/7/26

90
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2012/5/12 乳児置き去り死亡事件
大阪市で母親がパチンコ中、1ヶ月の男児と3歳
男児を自宅に放置。1ヶ月の男児が鼻から出血し
て、死亡していた。 3歳男児は無事。

母親 パチンコ 朝日新聞 2012/5/13

91
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2012/8/16 車内放置乳児死亡事件
三重県桑名市で母親がパチンコ中、5ヶ月の男児
を約3時間車内放置死亡。

母親 パチンコ 朝日新聞 2012/8/17

92
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2013/6/28 幼児車内放置事件（幼児無事）
福岡県で母親と友人が1歳女児を車内放置し、2
人とも近くの店でパチンコをしていた。女児は無
事。

母親 パチンコ 朝日新聞 2013/6/29

93
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2014/6/10 車内放置乳児死亡事件
沖縄県那覇市内のパチンコ店の屋外立体駐車場１
階に駐車した車に生後５ヶ月の乳児を６時間半放
置して、熱中症で死亡。

母親 パチンコ 読売新聞 2014/7/27

94
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2014/7/8 父子車上生活事件

　物心ついたころには父と全国のパチンコ店を
転々とする車上生活を送り、各地を放浪していた
という男性が２０１２年の冬、広島で保護され
た。半年前に父が姿を消し、独りさまよっていた
という。父の身元は分からず、昨年２２歳で新た
な戸籍作成を認められ、人生を再スタートした。
学校には縁はなかったという。

父親 パチンコ 朝日新聞 2014/7/8
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1 少年事件 1990/4/29 連続ﾀｸｼｰ強盗事件
福岡県粕屋郡で犯人の19歳がタクシーを襲い現
金を奪う。その直後窃盗未遂で逮捕。パチンコ代
や飲食費に困ってやったと供述。

パチンコ 朝日新聞 1990/5/9

2 少年事件 1991/7/7 強盗事件
埼玉県岩槻市で高校生２人と無職少年17歳が、
専門学校生を殴り現金やバックを奪う。パチンコ
に使う金が欲しかったと供述。

高校生 パチンコ 朝日新聞 1991/7/13

3 少年事件 1992/3/8 市川一家殺人事件

千葉県市川市で家族4人が殺害された事件で強盗
殺人容疑で19歳の少年を逮捕。少年はギャンブ
ル好きで、金に困ると母親や親族に無心をしてい
た。

読売新聞 1992/3/8

4 少年事件 1993/3/19 ひったくり事件
茨城県水戸市で18歳と16歳兄弟といとこ18歳
がバイクに乗りバックをひったくって逃走。盗ん
だ金はパチンコ代や飲食費に充てたと供述。

パチンコ 朝日新聞 1993/4/6

5 少年事件 1993/12/5 タクシー強盗事件
大阪府八尾市で高校生と無職少年16歳がタク
シー運転手を殴り現金を奪った疑い。金はその日
のうちにパチンコ店で使ったと供述。

高校生
無職

パチンコ 朝日新聞 1993/12/8

6 少年事件 1997/6/2 連続強盗・恐喝事件

大阪府生野区内で14～17歳の5少年が盗難バイ
クで殴りかかり現金を奪う。強盗致傷や恐喝も同
日3件発生。パチンコなどの遊ぶ金が欲しかった
と供述。

中高生等 パチンコ 朝日新聞 1997/7/26

7 少年事件 1998/3/31 殺人・死体遺棄事件
鹿児島県鹿屋市で91歳男性殺害容疑の17歳少年
が金目当ての犯行と供述。複数の友人に借金があ
り、パチンコに夢中になっていた。

パチンコ 朝日新聞 1998/3/31

8 少年事件 2000/4/5 5000万円恐喝事件
愛知県名古屋市。少年A、B（当時15歳）ら3人
は同級生等に総額5000万円を恐喝。麻雀、パチ
ンコ、カラオケなどの遊行費に使用。

中学生 パチンコ・麻雀 読売新聞 2000/4/7

9 少年事件 2001/8/15 中高生ひったくり事件

福岡県福岡市内で1年間に約250件のひったくり
を繰り返していた13～18歳の中高生を窃盗の疑
いで逮捕。食費やパチンコ代、覚せい剤購入費に
充てていたと供述。

中学生
高校生

パチンコ 朝日新聞 2001/8/15

10 少年事件 2004/8/13 ひったくり転倒死事件

神奈川県横浜市神奈川区で83歳女性のバックを
ひったくり転倒死亡させた。その他10件の窃盗
を繰り返す。パチンコに行くお金にこまっていた
と供述。

中学生
高校生

パチンコ 朝日新聞 2005/12/3

11 少年事件 2007/9/10 強盗事件
山口県宇部市内で19歳少年が女性を襲い財布を
奪う。パチンコ代など遊ぶ金がほしさの疑い。

パチンコ 朝日新聞 2007/9/10
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12 少年事件 2009/6/23 窃盗事件

少年4人が長野県飯田市など５市村のガソリンス
タンドや事務所などに侵入して現金を盗んだり、
自販機を壊すなど１８件で現金計約２００万円を
盗む。盗んだ金はパチンコなどに使ったと供述。

パチンコ 毎日新聞 2009/6/23

13 少年事件 2009/10/25 コンビニ強盗事件
大阪府岸和田市で18歳少年がコンビニで現金を
奪って逃走。パチンコをしたり女性と遊ぶ金が欲
しかったと供述。

パチンコ 朝日新聞 2010/1/24

14 少年事件 2010/5/19 ひたっくり事件

女性から手提げバッグをひったくったとして、窃
盗の疑いで、いずれも東京都足立区の私立高校１
年の少年と区立中学３年の少年を逮捕。金はパチ
スロや遊ぶ金に使ったと供述。

中学生
高校生

パチスロ 毎日新聞 2010/5/20

15 少年事件 2010/8/20 ひったくり事件

大阪府吹田市内で高校生2人が自転車で帰宅途中
の女性の前のカゴから現金約300万円入りの
バックをひったくった。パチンコする金が欲し
かったと容疑を認めている。

高校生 パチンコ 毎日新聞 2010/8/21

16 少年事件 2010/5～８ 連続路上強盗事件

岡山県倉敷市で中高年女性を狙って23件の強盗
を繰り返した17～21歳少年らを強盗致傷の疑い
で送検。金はパチンコ代や飲食代に使ったと供
述。

パチンコ 朝日新聞 2011/4/15

17 少年事件 2011/8/30 牛丼店強盗事件
兵庫県姫路市で、無職ととび職の18歳の少年が
すき家から約100万円奪う。他６件もやったと
供述。金はパチンコに使用。

無職
とび職

パチンコ 朝日新聞 2011/10/28

18 世代伝播事件 1999/9/8 池袋通り魔事件

池袋の繁華街で、男が通行人を襲い、女性二人を
殺害、6人を負傷させた。
男は両親がギャンブルで多額の借金をして失踪
し、一人残された家には借金取りが訪ねてきた。
生活もできなくなり高校中退。勤め先も何度も替
え、どこにも定着できなかったという。

無職 読売新聞 2008/7/25
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