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公益社団法人 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

ブルと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「遊興費による借金」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
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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、当会のホームページでも公開いたしており、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。また、冊子郵送のご希望がございま

したら、当会にご連絡ください。 

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。 

【連絡先】 

公益社団法人 ギャンブル依存症問題を考える会 

〒104-0033 

東京都中央区新川 1-21-5  

茅場町タワー105号室 

TEL 03-3555-1725 FAX 03-6222-8128 

E-mail info@gamblingaddiction.jp
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ギャンブル等の理由で起こった事件簿（平成版） 

（1980.10.8-2015.8.30） 

横領等企業犯罪------------------168件 

強盗／殺人等重大事件-------------98件 

児童虐待／ネグレクト／児童被害---94件 

少年事件／世代伝播事件-----------18件 

全 378件 

（1988.10.8-2017.2.28 第 2刷 追加分） 

横領等企業犯罪------------------ 76件 

強盗／殺人等重大事件-------------18件 

児童虐待／ネグレクト／児童被害----3件 

少年事件／世代伝播事件------------3件 

その他（賭博）事件----------------9件 

追加 109件 

横領等企業犯罪 削除 2件 

合計 485件 
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横領等企業犯罪 
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ギャンブル等の理由で起こった事件簿（平成第２版） 	（C)2015　公益社団法人　ギャンブル依存症問題を考える会

ID 区分 記載日 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 事件発生及び発覚時期

1 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。

教師 パチンコ 毎日新聞 2000/11/8

2 横領等企業犯罪 2000/12/2 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

3 横領等企業犯罪 2001/5/31 　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 2001/1/10

4 横領等企業犯罪 2001/10/12 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 1997/7

5 横領等企業犯罪 2002/3/5 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 2002/3/4

6 横領等企業犯罪 2004/10/29 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
1999/11～

2004/7

7 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

8 横領等企業犯罪 2006/01/13 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 2005/8/26

9 横領等企業犯罪 2006/2/17 　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 2006/2/12

10 横領等企業犯罪 2006/3/14 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。

教師 パチンコ 読売新聞 2006/2/24

11 横領等企業犯罪 2006/3/17 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 2006/3/16

12 横領等企業犯罪 2006/3/25 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

13 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

14 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１２００万円を抜き取り横領。

郵便局員 パチスロ 読売新聞 2006/7/11
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ギャンブル等の理由で起こった事件簿（平成第２版） 	（C)2015　公益社団法人　ギャンブル依存症問題を考える会

ID 区分 記載日 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 事件発生及び発覚時期

15 横領等企業犯罪 2008/4/23 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 2008/4/18

16 横領等企業犯罪 2008/12/6 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８１００万円を着
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 2008/12/5

17 横領等企業犯罪 2009/02/19 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 2008/12/20

18 横領等企業犯罪 2009/4/21 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４６０
０万円を着服し、競馬の借金の返済に使用

農業共済職員 競馬 読売新聞 2008/12/20

19 横領等企業犯罪 2009/5/23 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 2009/5/22

20 横領等企業犯罪 2009/6/2 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 2009/6/1

21 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

22 横領等企業犯罪 2009/7/25 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 2009/7/24

23 横領等企業犯罪 2009/7/27 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 2009/7/26

24 横領等企業犯罪 2009/8/6 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 2008/8/6

25 横領等企業犯罪 2009/8/18 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１４
５万６５００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 2009/8/17

26 横領等企業犯罪 2009/8/22 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 2009/8/5
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ギャンブル等の理由で起こった事件簿（平成第２版） 	（C)2015　公益社団法人　ギャンブル依存症問題を考える会

ID 区分 記載日 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 事件発生及び発覚時期

27 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

28 横領等企業犯罪 2009/8/28 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 2009/8/27

29 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

30 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

31 横領等企業犯罪 2009/9/30 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 2009/9/29

32 横領等企業犯罪 2009/11/19 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 2009/11/18

33 横領等企業犯罪 2009/12/18 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８
０００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 2009/12/17

34 横領等企業犯罪 2009/12/19 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 2009/12/18

35 横領等企業犯罪 2010/1/14 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 2009/6/23

36 横領等企業犯罪 2010/1/19 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 2009/11/18

37 横領等企業犯罪 2010/1/23 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 2005/11/23

38 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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39 横領等企業犯罪 ma 　　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 2009/8/31

40 横領等企業犯罪 2010/2/16 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。

教師 パチンコ 毎日新聞 2010/2

41 横領等企業犯罪 2010/4/8 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 2010/4/7

42 横領等企業犯罪 2010/4/9 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
2004/3～
2005/3

43 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。

経営者
外国為替証拠金取引

（ＦＸ）
毎日新聞 2010/5/17

44 横領等企業犯罪 2010/6/17 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。

会社員 パチンコ 読売新聞 2004/5/12

45 横領等企業犯罪 2010/6/30 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 2009/10

46 横領等企業犯罪 2010/7/31 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。

全精社協職員 競馬 毎日新聞 2005～2008

47 横領等企業犯罪 2010/8/25 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
2004/3末～

1年間

48 横領等企業犯罪 2010/8/31 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１
１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 2010/8/30

49 横領等企業犯罪 2010/9/1 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 2010/8/31

50 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。

会社員 競馬 毎日新聞 2010/10/4

51 横領等企業犯罪 2010/11/12 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 2010/11/11
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52 横領等企業犯罪 2010/11/13 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１５８０００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 2012/11/12

53 横領等企業犯罪 2010/11/14 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。

朝日新聞 2010/2〜4

54 横領等企業犯罪 2010/11/24 ㈲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 毎日新聞 2010/11/23

55 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

56 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。

教師 パチンコ 読売新聞 2011/5/3

57 横領等企業犯罪 2011/5/19 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 2011/4/16

58 横領等企業犯罪 2011/6/17 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 2011/6/16

59 横領等企業犯罪 2011/6/22 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３
９万円を着服。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 2011/4

60 横領等企業犯罪 2011/8/9 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。

不明 競艇 毎日新聞 2011/8/5

61 横領等企業犯罪 2011/9/1 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。

会社員 競輪 毎日新聞 2011/8/31

62 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４万３０
００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

63 横領等企業犯罪 2011/9/6 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 2011/9/5

64 横領等企業犯罪 2011/9/15 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 2011/9/14
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65 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。

経営者 カジノ 毎日新聞 2011/11/22

66 横領等企業犯罪 2011/12/7 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 2011/12/6

67 横領等企業犯罪 2011/12/20 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５
０００万円を着服。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 2011/12/19

68 横領等企業犯罪 2012/1/7 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 2012/1/6

69 横領等企業犯罪 2012/1/21 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 2012/1/20

70 横領等企業犯罪 2012/3/12 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 2012/3/11

71 横領等企業犯罪 2012/3/13 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 2012/3/9

72 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

73 横領等企業犯罪 2012/4/10 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 2012/3/24

74 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

75 横領等企業犯罪 2012/6/7 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１８６万円を着
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
2010/4～
2012/3

76 横領等企業犯罪 2012/6/10 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

77 横領等企業犯罪 2012/6/16 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 2012/5
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78 横領等企業犯罪 2012/6/19 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 2012/6/18

79 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。

会社役員 毎日新聞 2012/6/21

80 横領等企業犯罪 2012/6/27 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 2012/6/12

81 横領等企業犯罪 2012/7/28 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 2012/7/27

82 横領等企業犯罪 2012/9/27 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 2012/7/10

83 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

84 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１４０万円を着
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

85 横領等企業犯罪 2012/10/21 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 2012/10/20

86 横領等企業犯罪 2012/12 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 2012/6

87 横領等企業犯罪 2012/12/15 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１
９８０万円を着服。競馬などギャンブルに使用。

農協職員 競馬 毎日新聞 2012/12/14

88 横領等企業犯罪 2013/1/7 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、６５０万円を横
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。

会社員
外国為替証拠金取引

（ＦＸ）
読売新聞 2013/1/6

89 横領等企業犯罪 2013/1/8 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。

会社員 読売新聞 2011/3

90 横領等企業犯罪 2013/1/25 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。

経営者 毎日新聞 2010/8
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91 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

92 横領等企業犯罪 2013/3/9 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 2013/3/8

93 横領等企業犯罪 2013/4/6 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 2013/4/5

94 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１億３００
０万円を着服。ＦＸなどの外為取引に使ったと供述。

会社員
外国為替証拠金取引

（ＦＸ）
読売新聞 2013/5/27

95 横領等企業犯罪 2013/6/1 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 2002/4

96 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

97 横領等企業犯罪 2013/6/8 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 2013/6/7

98 横領等企業犯罪 2013/6/26 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 2013/5/27

99 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

100 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

101 横領等企業犯罪 2013/7/27 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 2013/6/27

102 横領等企業犯罪 2013/8/17 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８６万６５００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 2013/8/11

12



ギャンブル等の理由で起こった事件簿（平成第２版） 	（C)2015　公益社団法人　ギャンブル依存症問題を考える会

ID 区分 記載日 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 事件発生及び発覚時期

103 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

104 横領等企業犯罪 2013/10/1 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 2011/11/13

105 横領等企業犯罪 2013/10/22 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 2012/4/10

106 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

107 横領等企業犯罪 2013/11/21 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 2013/11/20

108 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

109 横領等企業犯罪 2013/11/23 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 1999/3

110 横領等企業犯罪 2013/11/28 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 2013/11/27

111 横領等企業犯罪 2013/12/20 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 2013/10/25

112 横領等企業犯罪 2013/12/22 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 2013/12/21

113 横領等企業犯罪 2013/12/26 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。

教師 パチンコ 読売新聞 2013/12/25
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114 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

115 横領等企業犯罪 2014/1/9 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１
１０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。

無職 パチンコ 朝日新聞 2013/11/3

116 横領等企業犯罪 2014/1/18 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 2014/1/17

117 横領等企業犯罪 2014/1/31 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 2013/11

118 横領等企業犯罪 2014/2/1 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 2013/6

119 横領等企業犯罪 2014/3/1 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 2001/4

120 横領等企業犯罪 2014/3/6 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 2014/3/5

121 横領等企業犯罪 2014/3/13 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３５
５万円を着服。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 2014/3/12

122 横領等企業犯罪 2014/3/19 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。

教師 パチンコ 読売新聞 2013/5

123 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

124 横領等企業犯罪 2014/4/8 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７９３０万円を着服しギャンブルに使用。

漁協職員 読売新聞 2006～2014/3
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125 横領等企業犯罪 2014/4/10 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 2007/6

126 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

127 横領等企業犯罪 2014/4/16 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 2014/4/15

128 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。

経営者
外国為替証拠金取引

（ＦＸ）
毎日新聞 2014/4/17

129 横領等企業犯罪 2014/4/22 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４３９万円を着服。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 2014/4/21

130 横領等企業犯罪 2014/4/22 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 2014/4/23

131 横領等企業犯罪 2014/4/25 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 2014/4/24

132 横領等企業犯罪 2014/4/26 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。

会社員 読売新聞 2014/1

133 横領等企業犯罪 2014/4/30 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 2014/4/29

134 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

135 横領等企業犯罪 2014/5/17 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 2009/4
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136 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

137 横領等企業犯罪 2014/5/24 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ＰＴ
Ａ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 2014/5/23

138 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

139 横領等企業犯罪 2014/6/14 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
2010/10～

2014/4

140 横領等企業犯罪 2014/6/20 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。

会社員 カジノ 毎日新聞 2014/6/19

141 横領等企業犯罪 2014/6/26 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 2014/6/23

142 横領等企業犯罪 2014/7/7 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。

伊藤忠社員
外国為替証拠金取引

（ＦＸ）
毎日新聞 2014/7/6

143 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。

会社員 毎日新聞 2014/7/8

144 横領等企業犯罪 2014/7/17 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。

元システム
エンジニア

読売新聞 2014/6

145 横領等企業犯罪 2014/7/19 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 2009/10

146 横領等企業犯罪 2014/7/24 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 2013/11

147 横領等企業犯罪 2014/7/26 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 2013/7
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148 横領等企業犯罪 2014/8/1 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 2014/1

149 横領等企業犯罪 2014/8/27 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 2014/8/26

150 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３
０００万円を着服。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

151 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

152 横領等企業犯罪 2014/9/10 　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。

経営者 競馬 読売新聞 2014/9/9

153 横領等企業犯罪 2014/10/1 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６４０万円を横領
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 2014/7/23

154 横領等企業犯罪 2014/10/31 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。

経営者 朝日新聞 2014/10/30

155 横領等企業犯罪 2014/11/1 電通社員1億円横領
電通が出資し設立した公益財団法人の預金80万円を着服したと
して、元事務局長（63）が逮捕。横領した総額は約1億円。ほ
とんどを競馬につぎ込んでいた。

会社員 競馬 産経新聞 2014/10/5

156 横領等企業犯罪 2014/11/13 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 2014/6/13

157 横領等企業犯罪 2014/12/2 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 2014/2/20

158 横領等企業犯罪 2014/12/4 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。

書記官 カジノ 日本経済新聞 2014/1/22

159 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
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160 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２００９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。

元会社員 競馬・パチンコ 読売新聞 2015/2/19

161 横領等企業犯罪 2015/2/27 新潟県警村上署窃盗容疑
同僚の机から１万５千円を盗んだとし巡査長(30)を逮捕。パチ
ンコやパチスロにはまり消費者金融で借金を重ねていたと供
述。

警察官 パチンコ・パチスロ
YOMIURI
ONLINE

2015/1/30

162 横領等企業犯罪 2015/3/4 富士市職員１３２万円横領
「新々富士川橋建設促進期成同盟会」の予算を横領していた男
性職員を懲戒免職処分された。同会の通帳から約１３２万円を
引き出し、パチンコや借金返済などに充てていた。

市職員 パチンコ 静岡新聞
2010～
2015

163 横領等企業犯罪 2015/3/28 中古パチンコ台販売会社社員１億円横領

中古パチンコ台販売会社から約１２００万円を着服したとし
て、元幹部の男が逮捕された。着服額は計１億円に上るとみら
れ、キャバクラ代や外国為替証拠金取引（ＦＸ）への投資に
使っていた。

会社員
外国為替証拠金取引

（ＦＸ）
産経新聞

2009/9～
2014/2

164 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。

会社員 競馬・パチンコ等 新潟日報 2015/5/29

165 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。

会社員 競馬 時事通信社 2015/6/2

166 横領等企業犯罪 2015/6/15 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
2015/4

167 横領等企業犯罪 2015/6/18 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。

駅員 パチンコ 朝日新聞 2015/6/17

168 横領等企業犯罪 2015/6/19
熊本あさぎり町土地改良区職員

1415万円着服
元職員が、賦課金など約1415万円を着服した。不正に金を引
出し外国為替証拠取引（FX)に使っていたという。

町職員 FX取引 西日本新聞 2015/6/18

169 横領等企業犯罪 2015/7/2 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

170 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
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171 横領等企業犯罪 2015/8/28 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
NHKNEWS

web
2015/7/27

172 横領等企業犯罪 2015/9/12
滋賀中学教諭懲戒免職部費私的流用

バトミントン部の部費7万円をパチンコ代に流用しさらにそれ
を取り戻そうと校長室の金庫に保管してあった部費6万円を盗
みパチンコ代にあてたという。

中学教諭 パチンコ 産経WEST 2015/9/11

173 横領等企業犯罪 2015/9/12 青森マツダ400万円横領
青森マツダが管理する現金400万円を着服したとして、元取締
役の男(53)が逮捕。着服した現金は「すべてギャンブルに使っ
た」と供述。

会社員 朝日新聞 2015/2/13

174 横領等企業犯罪 2015/9/19 広島労働組合書記長現金着服
労働組合書記長だった31歳の男性を、組合名義口座の現金25
万円を着服した疑いで逮捕。「パチンコや風俗に使った」と供
述。

会社員 パチンコ
中国新聞

呉・東広島版
2015/8/18

175 横領等企業犯罪 2015/10/1 新潟さくらの信用組合２億8千万着服
経理担当の総務部係長男性（４２）が、約２億８千万円を着服
した。客２２人の口座から約２千万円を着服、競馬や不正使用
したローンの返済に使ったと供述。

信用組合職員 競馬
朝日新聞

デジタル日刊
2015/9/30

176 横領等企業犯罪 2015/10/6 千葉小学校講師置き引き

千葉中央署は小学校講師男性（29）を窃盗の疑いで送検。JR
千葉駅ロータリーで会社員のカバンを盗んだ疑いで現行犯逮捕
され、「パチスロに負けて金が欲しかった」と容疑を認めてい
る。

小学校講師 パチスロ 朝日新聞 2015/10/5

177 横領等企業犯罪 2015/10/8 常陽銀行元融資担当係長1億4千万円着服
常陽銀行は、下妻支店に勤務していた46歳の男性係長の約1億
4千万円着服を発表。個人的なFX取引に流用したとみられ、男
性は先月22日から失踪。

銀行員 FX取引 毎日新聞 2015/10/8

178 横領等企業犯罪 2015/10/14 熊本湯前郵便局長業務上横領控訴

熊本県湯前町の湯前郵便局の元局長ら4人が横領に関わった問
題で日本郵便九州支社は元局長を刑事告訴する方針を発表。横
領した約１億４千万円を「ギャンブルに使った」と話してい
る。

郵便局長 競艇 朝日新聞 2015/7

179 横領等企業犯罪 2015/10/15 岐阜十六銀行元行員顧客預金横領容疑
岐阜県警は15日、顧客の預金約280万円の横領で十六銀行元
春日井支店長代理を逮捕。FXに使ったと供述。十六銀行は、総
額約4000万円の横領で被害届を提出。

銀行員 FX取引 時事通信社 2015/10/15

180 横領等企業犯罪 2015/10/17 札幌巡査拾得物詐欺容疑

拾得物を自分が落としたと名乗り出て現金３２万円をだまし
取ったとして、道警は札幌中央署の巡査(２２)を逮捕。「パチン
コなどで借金があり、返済に困っていた」と容疑を認めてい
る。

警察官 パチンコ
北海道新聞

どうしんウェブ
2015/8

181 横領等企業犯罪 2015/10/19 多古町公金紛失着服
男性職員が売上金157万1940円を紛失したとの説明は虚偽で
売上金をパチンコで増やし、ローンの返済に充てようと複数回
にわたって使い込んでいたと。

町職員 パチンコ 千葉日報 2015/9/8
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182 横領等企業犯罪 2015/10/22 松戸市職員着服容疑

松戸市の職員（35）が、生活保護受給者の銀行口座から約１６
万円を引出し着服したとして逮捕された。「競馬や飲食代に
使った」と容疑を認めている。他にも４００万円近くが引き出
されていた。

市職員 競馬・パチンコ
テレビ朝日

news
2015/6

183 横領等企業犯罪 2015/10/27 鹿沼署巡査窃盗容疑

車上荒らしをした窃盗容疑で５月に逮捕された鹿沼署巡査
（19）が、別のひったくり事件を起こし再逮捕。巡査は「パチ
ンコが好きで、生活環境も良くなく、人生も仕事もいやになっ
た」と供述。

警察官 パチンコ
毎日新聞
栃木版

2015/10/5

184 横領等企業犯罪 2015/10/27 福岡高齢者後見人司法書士760万円横領
成年後見人として管理していた女性の預金約760万円を着服し
たとして、福岡市の司法書士(43)が業務上横領で在宅起訴。
「ギャンブルなどに使った」と話した。

司法書士 朝日新聞
2012/11～

2013/8

185 横領等企業犯罪 2015/11/16 料理研究家長男背任容疑

外注先に水増し請求させ、代金約1100万円を自分の勤務先に
支払わせたとして、調理専門学校の元総務部長の43歳男性を背
任容疑で逮捕。男性は料理評論家の長男でナンバーズを購入し
ていた。

専門学校職員 ナンバーズ
朝日新聞
デジタル

2015/3

186 横領等企業犯罪 2015/11/18 収入印紙3300万円分窃盗容疑

収入印紙約3300万円分を盗んだとして、東京法務局元契約職
員（４０代）が盗みと公用文書等毀棄の疑いで逮捕された。
「金券ショップで換金し、競馬などに使った」と容疑を認めて
いる。

契約職員 競馬
朝日新聞

夕刊
2013/12
2015/3

187 横領等企業犯罪 2015/11/21 茨城県信組2700万円着服
神栖支店渉外係男性元職員が顧客から4480万円を着服・流用
していたと発表。「ローンの返済やパチンコ、競馬に使った」
などと話している。

信用組合職員 パチンコ・競馬
朝日新聞
茨城版

2015/11/20

188 横領等企業犯罪
2015/11/21

輪島署職員30万円着服容疑
遺失金など約30万の着服で県警輪島署会計課の26歳の職員を
懲戒免職。職員は、インターネットでの外国為替取引やマー
ジャン等の賭け事で借金が約1000万円に膨らんでいた。

県警職員 マージャン・FX取引 毎日新聞 2015/5～8

189 横領等企業犯罪 2015/11/22 新潟マンション管理組合費11億円着服
リゾートマンションの管理組合費など約4億円を前理事長が着
服した。平成11年以降、11億円以上を着服していたとみられ
る。前理事長は、「株など投資に使った」と説明。

管理組合理事長 株投資 産経ニュース 2015/1

190 横領等企業犯罪 2015/12/1
古河市シルバー人材センター

元理事業務上横領

古河署は元理事を業務上横領の疑いで再逮捕。事業費などを管
理する口座から現金10万円を引き出す他、これまで総額1700
万円を着服。「パチンコや飲食代に使った」と容疑を認めてい
る。

公益社団法人理事長 パチンコ 朝日新聞 2015/8

191 横領等企業犯罪 2015/12/4 佐世保市職員約４７０万着服
佐世保市農水商工部農林整備課の係長（５３）が、公金を着服
し懲戒免職処分された。「パチンコやローンの返済のため、一
時的に借りていた」と説明。

市職員 パチンコ
ncc長崎文化放

送
2008～2014

192 横領等企業犯罪 2015/12/9 八街市小学校教諭学級費横領
八街市の小学校男性元教諭が、在職中の児童の家庭から集めた
学級費等を着服した。「パチンコにのめり込んだ」と容疑を認
めているという。

小学校教諭 パチンコ
朝日新聞
千葉版

2015/9～10
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193 横領等企業犯罪 2015/12/10 浜松市職員２３６万円横領
天竜区役所熊ふれあいセンターの所長（４８）が、預金口座か
ら約２３６万円を引き出して横領した。着服した金は「パチン
コで膨らんだ借金の返済に充てた」と話したという。

市職員 パチンコ 静岡新聞 2015/4～9

194 横領等企業犯罪 2015/12/16 霧島市横領の消防士長を免職
中央消防署の男性消防士長（３８）が消防団員の互助会費など
約４０７万円を横領した。消防士長は「パチンコに使った」と
着服を認めている。

消防士長 パチンコ 産経ニュース 2015/12/15

195 横領等企業犯罪 2015/12/20 横浜中央信組新潟支店長1.8億円着服
横浜中央信用組合の新潟支店と金沢支店で支店長だった男性
(57)が定期預金や融資金など約1.8億円を着服していた。「競
馬や借金返済に使った」と認めている。

信用組合支店長 競馬 新潟日報
2005/10～

2015/4

196 横領等企業犯罪 2016/1/13
島原市職員徴収税金５４０万円横領

島原市総務課の主査（３４）が徴収した市民税などの税金約５
４０万円を横領した。
主査は横領した税金をギャンブルでかさんだ借金の返済に使っ
ていたという。

市職員
長崎ニュース

JC-net
2015/1～12

197 横領等企業犯罪 2016/1/15 奈良依存症施設入所者6000円窃取
高田署は入所したギャンブル・アルコール依存症の治療施設で
金を盗んだとして、住所不定、無職の男（２８）を逮捕。男は
容疑を認め「パチンコの軍資金ほしさに盗んだ」と供述。

無職 パチンコ 産経ニュース 2011

198 横領等企業犯罪 2016/1/15 岐阜警察官共益費着服容疑
各務原署の男性巡査部長（26）が警察官舎の共益費などを着服
した。「パチンコなどに使った」と話している。

警察官 パチンコ 時事通信社
2014/9～
2015/9

199 横領等企業犯罪 2016/1/23 高知医薬品横流し
勤め先の医薬品等を不正に転売した疑いで、元社員(36)が逮捕
された。およそ4700万円相当の医薬品を不正に転売した利益
を、ギャンブルや飲食代に使ったことを認めた。

会社員 読売新聞 2016/1/23

200 横領等企業犯罪 2016/1/23 五所川原社協260万円横領
五所川原社会福祉協議会、介護保険の担当男性主事（４０代）
が2012年から約4年間、介護サービス料約２６０万円を横領
した。飲食代やパチンコ代に充てていたという。

社協主事 パチンコ 東奥日報 2016/1/22

201 横領等企業犯罪 2016/1/23 上尾署独身寮費横領
県警は会計担当者だった巡査（２２）を書類送検。昨年八月、
独身寮の修繕費に使うなどと上司に嘘の報告、独身寮名義の銀
行口座の計45万円を引き出しパチンコなどに使ったとされる。

警察官 パチンコ 東京新聞 2015/8

202 横領等企業犯罪 2016/2/3
堺市社会福祉協議会事務所長１０５５万円

着服

堺市社会福祉協議会美原区事務所長（５５）が民生委員児童委
員連合会の銀行口座から計約１０５５万円を着服した。「パチ
スロにはまってやってしまった。深く反省している」と話した
という。

社会福祉協議会
事務所長

パチスロ 産経ニュース
2010/12～

2015/9

203 横領等企業犯罪 2016/2/16 大阪マンション管理費８４０万円詐取

大阪ガスグループ元社員（59）らがマンションの管理費約８４
０万円をだまし取ったとして、逮捕された。だまし取った金を
インターネットのボートレースなど遊興費に使ったとみて調べ
ている。

会社員 競艇 産経新聞 2011/6～7
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204 横領等企業犯罪 2016/2/18 札幌ワイン商社売上金着服
勤め先のワイン商社の売上金約156万円を着服したとして、札
幌中央署は神奈川県の派遣社員(47)を詐欺の疑いで逮捕。「着
服した金はギャンブルに使い込んだ」と容疑を認めてる。

派遣社員
読売新聞

2014/6/9

205 横領等企業犯罪 2016/2/22 大阪元警察官自治会費着服容疑
大阪市内の集合住宅で、元警察官の自治会長が自治会費約250
万円を使い込んだとして住民らに告訴された。パチンコや飲食
費に使ったと認めている。

自治会長 パチンコ テレ朝NEWS 2014

206 横領等企業犯罪 2016/2/26 愛知県警女性職員寮光熱費着服
愛知県警は、独身寮の光熱費を着服したとして厚生課の女性職
員60歳を書類送検。着服総額は500万円を超え、「ほとんど
パチンコに使った」と容疑を認めている。

県警女性職員 パチンコ 産経WEST
2011～
2015

207 横領等企業犯罪 2016/2/27 新潟JA職員2,700円詐取
ＪＡ北魚沼は、40代男性職員が共済証書を偽造する手口で、顧
客から現金約2700万円をだまし取ったと発表。職員は「競馬
などの遊興費や生活費に充てた。」としている。

ＪＡ職員 競馬 読売新聞
2013/3～
2016/1

208 横領等企業犯罪 2016/3/12 福井県警巡査長親睦会費着服
　２０代の男性巡査長が親睦会費１万数千円を着服した。調べ
に「パチンコなどに使った」と容疑を認めたという。

警察官 パチンコ 産経ニュース
2014/3～
2015/12

209 横領等企業犯罪 2016/3/29 京都元司法書士約730万円着服
元司書士（63）は財産管理を任されていた女性の死後、銀行口
座の現金を引き出し不動産を売るなどして約730万円を着服、
借金返済や馬券の購入に充てていた。

司法書士 競馬 朝日新聞 2009～2010

210 横領等企業犯罪 2016/4/1 JAふくしま職員636万円着服
20代の営農指導員男性が約636万円を着服した。男性は引き
出した現金をパチンコや飲食代などに使い、他の口座の現金で
穴埋めをしていた。

JA職員 パチンコ 福島民友新聞 2016/2/25

211 横領等企業犯罪 2016/4/27 埼玉収益１２８万円横領教頭免職
羽生市立手子林小学校の教頭（５７）が懲戒免職処分された。
教頭は約１２８万円を横領、ギャンブルや飲食による消費者金
融への借金返済に充てていた。

小学校教頭 埼玉新聞
2015/5～
2016/1

212 横領等企業犯罪 2016/5/10
旭市土地改良区事務長

１億９０００万円私的流用

男性事務局長（５７）が、約１億９千万円を使い込んでいたこ
とが判明。事務局長は「先物取引に使い込んだ」と私的流用を
認めている。総額は数億円に上るとみられる。

土地改良区事務局長 先物取引 産経新聞 2016/5/9

213 横領等企業犯罪 2016/5/13
藤沢職員生活保護費着服

藤沢市は、生活保護費522万円あまりを着服したとして生活保
護課44歳の課長補佐を懲戒免職。「ギャンブルや飲食に使っ
た」と説明。

市職員 神奈川新聞
2014/3～
2016/3

214 横領等企業犯罪 2016/5/13 熊本信組元支店長300万円詐取容疑
融資を装い300万円だまし取ったとして、宮崎県警は元支店長
を逮捕。信用組合は、容疑者が計1億1400万円を着服、ギャ
ンブルやローン返済に充てたと認めていると発表。

信用組合支店長
朝日新聞
デジタル

2014/9～
2016/2

215 横領等企業犯罪 2016/5/18
シルバー人材センター元課長

8480万円着服

萩広域シルバー人材センター元総務課長（43）が同センターの
現金8480万円を着服していた。インターネットによる競馬や
宝くじなどに使ったとされる。

人材センター
総務課長

競馬・宝くじ 山口新聞
2010/4～
2015/11
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216 横領等企業犯罪 2016/5/30
落とし物の10万円横領

海上自衛隊の一等海曹（４２）が、パチンコ店の客が落とした
財布から現金10万円を抜き取り横領した疑いで逮捕。金を抜き
取った後に財布を店に届け、そのままパチンコを続けていた。

海上自衛官 パチンコ テレ朝NEWS 2016/5/29

217 横領等企業犯罪 2016/6/12
新潟佐渡特養ホーム元職員

約8000万円横領

新潟県佐渡市の特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人で
経理を担当していた30代の元職員が、運営費約1億6000万円
を横領した容疑は、「競馬などのギャンブルに使った」と供
述。

社会福祉法人職員 競馬など 新潟日報
2010～
2015

218 横領等企業犯罪 2016/7/20 横浜地検元事務官窃盗

証拠品の現金300万円を盗んだ窃盗罪に問われた元事務官の男
（26）が起訴内容を認めた。ギャンブルなどで負った借金が
270万円余りに膨らみ、ギャンブルで勝って返済しようとした
という。

横浜地検事務官 競馬など 神奈川新聞 2016/2/3

219 横領等企業犯罪 2016/7/22
青森農協支店長5千万円着服

青森県つがるにしきた農協元支店長が、架空貸付で100万円を
詐取したとして逮捕された。被害総額は5千万円超に上るとみ
られ、容疑者はギャンブルなどで負った借金を払うためと説明
している。

JA支店長 東奥日報社 2010/5～

220 横領等企業犯罪 2016/8/5 兵庫県警巡査一万円着服
東灘署の巡査（２１）が女性が届けた財布から現金１万円を抜
き取るなどした疑いがある。調べに「パチンコなどで浪費し、
生活費に窮していた」と供述したという。

警察官 パチンコ 神戸新聞NEXT 2016/7/10

221 横領等企業犯罪 2016/8/9
大阪会社役員１億５千万円着服

会社の資金約１億５千万円を着服した業務上横領の罪で、会社
役員（５６）を起訴された。横領した金はギャンブルなどに
使っていたとみられる。

会社役員 産経WEST 2010～2013

222 横領等企業犯罪 2016/8/19
滋賀ＪＡ職員７７５万円着服

２０代の男性職員が組合員から預かった金計約７７５万円を着
服していた。元職員は同ＪＡに対し、ギャンブルなどの遊興費
に使ったと話したという。

JA職員 京都新聞 2013/10～12

223 横領等企業犯罪 2016/8/26 宮崎信金職員2人400万円着服
宮崎県高鍋信用金庫は、支店の44歳と54歳の男性職員2人が
在任中約400万円を着服していたと発表。生活資金やパチンコ
などに使っていたという。

信用金庫職員 パチンコ 産経WEST 2010～2016

224 横領等企業犯罪 2016/8/26 警巡査部長パチンコ店で置き引き
八尾署交通課の５０代の巡査部長が、同府寝屋川市内のパチン
コ店で他人の財布から現金４万２千円を抜き取り、その後財布
を店外に捨てたと供述したという。窃盗容疑で調べている。

警察官 パチンコ
朝日新聞
デジタル

2016/8/25

225 横領等企業犯罪 2016/9/27 茨城県教諭検定料盗む
茨城の県立高校に勤める31歳の男性教諭が、生徒から集金した
検定料など約75万円を6回にわたって盗んだ。「飲食代やパチ
ンコなどのギャンブルに使った」と話している。

県立高校教諭 パチンコ
毎日新聞
茨城版

2016/1～
2016/5

226 横領等企業犯罪 2016/9/27 大分豊和銀行男性行員100万円横領
大分豊和銀行に勤務する23歳男性行員の横領が判明し、懲戒免
職。利用客から集金した現金100万円余りをギャンブルや飲食
費に使っていた。

銀行員 OBS大分放送 2016/4～9

23



ギャンブル等の理由で起こった事件簿（平成第２版） 	（C)2015　公益社団法人　ギャンブル依存症問題を考える会

ID 区分 記載日 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 事件発生及び発覚時期

227 横領等企業犯罪 2016/10/12
三井住友銀元副支店長
総額11億円詐欺容疑

約1億9000万円をだまし取ったとして三井住友銀行大森支店
の元副支店長（54）が逮捕された。詐取した金は、FX取引、
交遊費などに充てていた。

銀行員 FX取引 JIJI.COM
2015/11～

2016/6

228 横領等企業犯罪 2016/10/15 宇都宮中央署現金着服
留置人の現金を着服したとされる宇都宮中央署幹部を業務上横
領の疑いで書類送検し懲戒免職処分。15万円を横領した容疑を
認め、「全てパチンコに使った」と供述。

警察官 パチンコ 下野新聞 2016/10/14

229 横領等企業犯罪 2016/10/15 成田JA元職員1500万円着服
元男性職員（44）が約1500万円着服していたと発表。「パチ
ンコ代や飲食費に使った」と説明。

JA職員 パチンコ 産経新聞
1995/10～

2016

230 横領等企業犯罪 2016/10/17 神戸市交通局職員現金を盗む
同僚職員から現金２万円を盗んだとして交通局高速鉄道部の男
性職員（２６）を懲戒免職処分。「ギャンブルの借金返済に
困っており、盗んだ金はパチンコなどに使った」と説明。

神戸市交通局職員 パチンコ 神戸新聞NEXT 2016/4/1

231 横領等企業犯罪 2016/10/18 沼津信金元職員1億2300万円着服

沼津信用金庫は、御殿場南支店元職員の４０代男性が、顧客の
定期預金など約１億２３００万円を着服したと発表。元職員は
「競馬などのギャンブルに使った」と話しているという。 信用金庫職員 競馬等 読売新聞

2010/1～
2016/9

232 横領等企業犯罪 2016/11/12
千葉白子町職員還付金着服

白子町長が、町民税の還付金などを着服した町職員を懲戒処分
していなかったことが判明。主任主事（34）で、着服した約
470万円を、パチンコや競馬、友人への借金返済に充ててい
た。

町職員 パチンコ・競馬 毎日新聞 2016/5～10

233 横領等企業犯罪 2016/11/18 千葉県警巡査長現金窃盗

男性巡査長（２４）が容疑者から預かっていた現金を盗んだと
して書類送検。「パチンコなどで約５００万円の借金があり、
車検代も払えなかった」と話した。 警察官 パチンコ 産経ニュース 2016/9/3

234 横領等企業犯罪 2016/12/4 京都府自販機売上金１５０万円持ち逃げ

自動販売機１０台分の売上金約１５０万円を横領したとして、
京都府警綾部署は３日、業務上横領の疑いで住所不定無職の男
（４５）を逮捕。「ギャンブルに使うためだった」と容疑を認
めている。

ビルメンテナンス業
産経WEST

大阪
2016/9

235 横領等企業犯罪 2016/12/26
徳島・鳴門市職員公金着服

鳴門市健康福祉部保険課の男性係長（４１）が国民健康保険料
など約５０９万円を着服した。市の調査に「借金返済やギャン
ブルに使った」と話している。

市職員 産経ニュース 2016/12/26

236 横領等企業犯罪 2017/1/26 茨城県信組職員50万円横領容疑
顧客から預かった定期預金の着服を認めた元県信組職員（52）
が逮捕された。「借入金の返済と競馬やパチンコなどのギャン
ブルに充てた」と話しており、被害総額は2739万円。

県信組職員 競馬・パチンコ 茨城新聞 2015/1/25

237 横領等企業犯罪 2017/1/26 大阪タクシー協会7200万円詐取容疑

インターネットバンキングを悪用し、約7200万円を騙し取っ
た一般社団法人大阪タクシー協会の元経理部長が逮捕された。
被害総額2億数千万円にのぼる金の大半は、馬券等の購入に使
われたと見られている。

タクシー協会部長 競馬 時事通信 2015/5～8
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238 横領等企業犯罪 2017/2/10 元新潟支店長逮捕
　顧客の定期預金約1億8千万円を着服したとして、業務上横領
の疑いで、横浜中央信用組合支店長を務めた容疑者（５８）が
逮捕された。「競馬や横領した金の穴埋めに使った」と供述。

信金支店長 競馬 新潟日報
2005/10～

2015/4

239 横領等企業犯罪 2017/2/10 長野住職寄付金横領
檀家から集金した780万円をだまし取ったとして長野市の元住
職(６７)が逮捕された。ボートレースなどに使っていた可能性が
ある。

住職 ボートレース 信濃毎日新聞 2013/2

240 横領等企業犯罪 2017/2/22 約１６００万円分小切手を詐取
会社から１６２０万円相当の小切手１９枚をだまし取ったとし
て、鉱物の加工販売会社の元社員が逮捕された。だまし取った
金は競馬やサッカーくじなどに使ったという

会社員 競馬・サッカーくじ
日テレ

NEWS24

241 横領等企業犯罪 2017/2/23
丸紅子会社元部長

２６００万円横領容疑で再逮捕

２６００万円を着服したとして丸紅の子会社の元財経部長が逮
捕された。被害総額は３億円に上るとみられ、「金は株と競馬
に使った」と容疑を認める。

会社員 競馬・株
日テレ

NEWS24
2015/8

242 横領等企業犯罪 2017/2/24 大分銀行9千万円着服
顧客から定期預金約9100万円を着服したとして、大分銀行の
元行員（５７）が逮捕された。着服した金は旅行やパチンコ、
消費者金融への返済などに使ったという。

銀行員 パチンコ 大分合同新聞 2017/2/23
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243
強盗/殺人等

重大事件
1993/4/23 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。

不明 競艇 読売新聞 1990/3/12

244
強盗/殺人等

重大事件
1999/8/27 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。

不明 パチンコ 読売新聞 1996/6/10

245
強盗/殺人等

重大事件
1999/8/31 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。

不明
競輪・パチンコ

麻雀
毎日新聞 1998/10/27

246
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

247
強盗/殺人等

重大事件
2001/5/28 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 2001/5/25

248
強盗/殺人等

重大事件
2001/7/29 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 2001/7/28

249
強盗/殺人等

重大事件
2001/8/7 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。

不明 パチンコ 毎日新聞 2001/8/6

250
強盗/殺人等

重大事件
2001/12/12 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。

不明 パチンコ 読売新聞 2001/11/25

251
強盗/殺人等

重大事件
2001/12/24 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 2001/12/3

252
強盗/殺人等

重大事件
2002/1/28 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。

不明 パチンコ 毎日新聞 2002/1/27

253
強盗/殺人等

重大事件
2002/3/4 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 2001/5/8
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254
強盗/殺人等

重大事件
2002/6/23 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。

不明 競艇・パチンコ 毎日新聞 2002/6/22

255
強盗/殺人等

重大事件
2005/1/15 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。

不明 パチンコ 毎日新聞 2004/3/18

256
強盗/殺人等

重大事件
2005/5/17 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 2005/5/16

257
強盗/殺人等

重大事件
2005/5/30 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。

不明 パチンコ 読売新聞 2005/5/29

258
強盗/殺人等

重大事件
2005/6/3 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。

不明 パチンコ 読売新聞 2005/4/13

259
強盗/殺人等

重大事件
2005/11/3 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。

不明 麻雀 読売新聞 2004/7/22

260
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

261
強盗/殺人等

重大事件
2006/1/8 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。

不明 パチンコ・麻雀 読売新聞 2005/10

262
強盗/殺人等

重大事件
2006/1/19 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。

不明 パチンコ 毎日新聞 2005/9/25

263
強盗/殺人等

重大事件
2006/7/29 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 2006/7/7

264
強盗/殺人等

重大事件
2007/4/25 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。

自営業 パチスロ 読売新聞 2006/7/19
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265
強盗/殺人等

重大事件
2007/4/28 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 2005/4/27

266
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。 不明 パチンコ 毎日新聞 2008/8/26

267
強盗/殺人等

重大事件
2008/10/9 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。

不明 パチンコ 読売新聞 2007/12/2

268
強盗/殺人等

重大事件
2008/10/23 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。

不明 読売新聞 2008/10/1

269
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

270
強盗/殺人等

重大事件
2009/4/21 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 2008/6/5

271
強盗/殺人等

重大事件
2009/5/19 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 2009/5/18

272
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

273
強盗/殺人等

重大事件
2009/6/23 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。

不明 パチンコ 読売新聞 2009/6/22

274
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。

不明 パチンコ 毎日新聞 2009/6/25

275
強盗/殺人等

重大事件
2009/6/27 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 2009/6/26

276
強盗/殺人等

重大事件
2009/7/4 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 2009/7/3
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277
強盗/殺人等

重大事件
2009/7/7 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 2009/7/5

278
強盗/殺人等

重大事件
2009/7/11 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。

不明 パチンコ 読売新聞 2009/6/30

279
強盗/殺人等

重大事件
2009/7/31 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 2005/3

280
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

281
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

282
強盗/殺人等

重大事件
2009/9/3 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 2009/9/2

283
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

284
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

285
強盗/殺人等

重大事件
2009/9/15 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。

不明 パチンコ 読売新聞 2009/9/14

286
強盗/殺人等

重大事件
2009/10/30 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。

不明 パチンコ 毎日新聞 2009/10/2

287
強盗/殺人等

重大事件
2009/11/11 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。

不明 競馬・パチンコ 読売新聞 2008/3/22

288
強盗/殺人等

重大事件
2009/12/9 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。

不明 パチンコ 読売新聞 2009/11/9
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289
強盗/殺人等

重大事件
2009/12/28 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。

不明 パチンコ 読売新聞 2009/10/8

290
強盗/殺人等

重大事件
2010/1/28 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 2009/9

291
強盗/殺人等

重大事件
2010/1/28 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 2010/1/25

292
強盗/殺人等

重大事件
2010/1/29 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５２
０万円に上る。生活費やパチンコ代に使ったと供述。

不明 パチンコ 読売新聞 2008/3

293
強盗/殺人等

重大事件
2010/2/1 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。

不明 パチンコ 毎日新聞 2010/1/30

294
強盗/殺人等

重大事件
2010/2/3 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。

不明 パチンコ 毎日新聞 2010/2/2

295
強盗/殺人等

重大事件
2010/2/12 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。

運送会社員 パチンコ 読売新聞 2006/3

296
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

297
強盗/殺人等

重大事件
2010/2/27 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 2010/1/18

298
強盗/殺人等

重大事件
2010/3/6 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 2010/2/13

299
強盗/殺人等

重大事件
2010/4/23 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。

不明 パチンコ 読売新聞 2010/4/22

300
強盗/殺人等

重大事件
2010/4/28 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。

不明 読売新聞 2001/9/23
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301
強盗/殺人等

重大事件
2010/5/24 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 2010/5/11

302
強盗/殺人等

重大事件
2010/5/26 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。

不明 毎日新聞 2010/5/25

303
強盗/殺人等

重大事件
2010/5/27 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。

不明 パチスロ 読売新聞 2010/5/25

304
強盗/殺人等

重大事件
2010/5/27 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。

不明 パチンコ 読売新聞 2010/5/26

305
強盗/殺人等

重大事件
2010/5/28 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 2010/5/27

306
強盗/殺人等

重大事件
2010/5/29 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 2010/5/28

307
強盗/殺人等

重大事件
2010/7/15 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 2009/12/24

308
強盗/殺人等

重大事件
2010/10/1 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 2010/3/18

309
強盗/殺人等

重大事件
2010/10/28 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 2010/9/19

310
強盗/殺人等

重大事件
2010/10/30 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。

不明 朝日新聞 2010/3

311
強盗/殺人等

重大事件
2010/11/2 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。

不明 パチンコ 読売新聞 2009/6/18

312
強盗/殺人等

重大事件
2011/1/14 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 2010/10
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313
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

314
強盗/殺人等

重大事件
2011/2/22 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。

不明 パチンコ 読売新聞 2009/10/15

315
強盗/殺人等

重大事件
2011/3/7 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 2010/12

316
強盗/殺人等

重大事件
2011/10/8 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。

不明 パチンコ 毎日新聞 2010/5/26

317
強盗/殺人等

重大事件
2011/11/4 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。

不明 朝日新聞 2011/8

318
強盗/殺人等

重大事件
2012/2/20 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 2011/2

319
強盗/殺人等

重大事件
2012/2/21 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。

不明 パチンコ 朝日新聞 2011/9/2

320
強盗/殺人等

重大事件
2012/7/18 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 2012/2

321
強盗/殺人等

重大事件
2012/8/29 父殺害事件

加古川市で犯人は２０００年、父を殺害し、２０１１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。

不明 朝日新聞 2011/11

322
強盗/殺人等

重大事件
2012/8/31 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。

不明 朝日新聞 2012/8/8

323
強盗/殺人等

重大事件
2012/11/20 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。

不明 パチンコ 朝日新聞 2012/2/13

324
強盗/殺人等

重大事件
2012/12/5 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。

元教師 パチンコ 毎日新聞 2012/6/22

325
強盗/殺人等

重大事件
2012/12/19 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。

不明 朝日新聞 2012/12/3
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326
強盗/殺人等

重大事件
2013/1/8 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 2010/4/7

327
強盗/殺人等

重大事件
2013/1/22 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 2012/4/30

328
強盗/殺人等

重大事件
2013/2/6 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。

不明 パチンコ 朝日新聞 2012/6

329
強盗/殺人等

重大事件
2013/6/5 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 2012/12/18

330
強盗/殺人等

重大事件
2013/7/10 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 2013/1

331
強盗/殺人等

重大事件
2013/11/12 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 2013/4/9

332
強盗/殺人等

重大事件
2013/12/3 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 2013/2/28

333
強盗/殺人等

重大事件
2014/4/20 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 2014/4/17

334
強盗/殺人等

重大事件
2014/12/25 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 2014/1/16

335
強盗/殺人等

重大事件
2015/1/26 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 2014/10/20

336
強盗/殺人等

重大事件
2015/6/4 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。

不明 読売新聞 2014/10/2

337
強盗/殺人等

重大事件
2015/6/27 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 2015/4
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338
強盗/殺人等

重大事件
2015/7/7 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 2015/6/16

339
強盗/殺人等

重大事件
2015/7/7 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
2015/6/30

340
強盗/殺人等

重大事件
2015/7/23 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 2015/5/14

341
強盗/殺人等

重大事件
2015/8/13 大分虚偽申告

現金約3万7千円を奪われたと１１０番通報があり、佐伯署は強
盗事件として捜査したが、嘘の通報と判明。男性は「パチンコ
で負け、お金が無くなったので嘘をついてしまった」と説明。

会社員 パチンコ 大分合同新聞 2015/8/12

342
強盗/殺人等

重大事件
2015/9/30 愛知ラーメン店強盗殺人事件

春日井市の元勤務先のラーメン店で従業員１人を殺害し、売上
金約２５０万円を奪った強盗殺人などの疑いで元従業員が逮捕
された。容疑者は「ギャンブルで借金があった」と供述。

ラーメン店店員

テレビ朝日
【スーパーＪ
チャンネル】

読売新聞

2015/9/24

343
強盗/殺人等

重大事件
2015/11/3 宮城県七里が浜殺人・遺体遺棄事件

無職女性（87）と長男（57）が遺体で発見された事件は遺体
遺棄事件と見られていたが、無職二女（55）が殺人容疑者とし
て逮捕された。容疑者がパチンコにのめり込む姿が度々目撃さ
れていた。

無職 パチンコ 河北新報 2015/10/20

344
強盗/殺人等

重大事件
2015/11/16 大阪生野コンビニ強盗

コンビニエンスストアに押し入り現金を奪ったとして、生野区
の派遣社員34歳（韓国籍）が逮捕された。「パチスロで負け、
生活費に困ってやった。」などど容疑を認めている。

派遣社員 パチスロ 産経新聞 2015/9/25

345
強盗/殺人等

重大事件
2016/1/29 大阪西成コンビニ強盗未遂

西成区のコンビニエンスストアで店員に包丁を突きつけ、金を
要求した65歳の男が現行犯逮捕された。男は「生活保護費を酒
とパチンコで使い果たし、コンビニ強盗を思いついた」と供
述。

無職 パチンコ 産経ニュース 2016/1/28

346
強盗/殺人等

重大事件
2016/2/18 札幌4長女刺殺事件

マンション自室で42歳の長女を殺害した札幌の無職女性(65)の
裁判員裁判が行われた。被告がパチンコなどで散財し、長女の
預貯金も使い込んでいた。「借金返済に苦しみ、無理心中を
図った」という。

無職 パチンコ
読売新聞

(北海道欄）
2015/5/27

347
強盗/殺人等

重大事件
2016/6/7 大分ファミレス強盗初公判

従業員を脅して現金を奪った24歳の男性会社員の初公判があ
り、被告は起訴内容を認めた。「借金をし始めた原因は、パチ
スロ」と供述。

会社員 パチスロ
大分合同新聞

夕刊
2016/4/21
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348
強盗/殺人等

重大事件
2016/6/24 秋田パチンコ店全焼懲役６年

パチンコ店を全焼させたとして、無職女性（３９）に懲役６年
（求刑懲役７年）が言い渡された。従業員の接客態度やパチン
コ、スロットで負けたことにいらだち、火を付けて鬱憤を晴ら
そうとしたという。

無職 パチンコ 産経ニュース 2015/5/23

349
強盗/殺人等

重大事件
2016/8/18 青森八戸警官強盗未遂

青森県警八戸署巡査（25）が同市男性宅に窓ガラスを割って侵
入し、包丁を突きつけて脅し現金を奪おうとした疑いで逮捕さ
れた。「オンラインカジノで数百万円の借金がある」と供述。

警察官
オンラインカジノ

朝日新聞 2016/7/17

350
強盗/殺人等

重大事件
2016/9/22 入間基地隊員器物損壊逮捕

狭山署は、航空自衛隊３等空曹の男（４１）を、器物破損の疑
いで現行犯逮捕。男は「パチスロをやって負けたため、イライ
ラしてやった」などと供述。

自衛隊員 パチスロ 埼玉新聞 2016/9/22

351
強盗/殺人等

重大事件
2016/9/26 広島マツダ社員寮殺人事件

同僚を殺害して現金などを奪ったとして、逮捕された社員の容
疑者（２０）が、借金の返済などのため、生活費が月に数万円
しかない状態だったことが判明。複数同僚が、容疑者がギャン
ブル好きだったと証言。

会社員 読売新聞 2016/9/14

352
強盗/殺人等

重大事件
2016/9/27 名古屋ひったくり事件

現金約10万円が入ったバックをひったくり、逮捕された42歳
の男が、同市内で100件以上のひったくりを繰り返していたと
供述。ギャンブルで借金が300万円あり、ひったくりで金を集
めていた。

会社員
NHK 東海

NEWS WEB
2016/9/16

353
強盗/殺人等

重大事件
2016/10/2 埼玉県小学校教諭窃盗容疑

パチンコ店でパチスロ台に置いてあった他人の財布を盗んだと
して埼玉県警狭山署は２日、窃盗容疑で所沢市立中富小学校教
諭（２９）を逮捕。調べに対し、容疑を認めている。

小学校教諭 パチンコ JIJI.COM 2016/10/2

354
強盗/殺人等

重大事件
2016/10/30 大阪コンビニ強盗容疑逮捕

コンビニに刃物を持って押し入り現金約20万円を奪ったとし
て、強盗容疑などで住所不定の無職男(42)が逮捕された。男は
「パチンコが大好きで遊ぶ金が欲しかった」と容疑を認めてい
る。

無職 パチンコ 産経ニュース 2016/10/30

355
強盗/殺人等

重大事件
2016/11/10 大阪バッテリー窃盗

窃盗などの疑いで、住所不定無職の男（２６）を逮捕、送検。
「盗んだバッテリーを転売して生活費やパチンコ代などに充て
いた」と容疑を認めている。

無職 パチンコ 産経新聞 2016/3～5

356
強盗/殺人等

重大事件
2017/1/8

大阪・高槻のコンビニ強盗 コンビニエンスストアで店長に刃物を突きつけ、現金約３万円
を奪ったとして２１歳の男が逮捕された。容疑者は、「パチス
ロをする金が欲しかった」と２件の強盗も認めている。

無職 パチスロ 毎日放送 2017/1/2

357
強盗/殺人等

重大事件
2017/1/19 大阪テレビ窃盗

銭湯でテレビ１台を盗んだ男が起訴された。全国の銭湯で同様
の犯行を繰り返し、大阪府警は総額約１２６万円の被害を裏付
け最終送致。男は盗んだテレビを転売し、生活費やパチスロに
充てた。

無職 パチスロ
日本テレビ

news　every.
2016/7～

358
強盗/殺人等

重大事件
2017/2/28 東京・調布市殺人事件

調布市で男性が殺害された事件で、警視庁は男性の孫の男
（23）を逮捕した。金をせびるために訪ねていたが、断られた
ため、祖父を殺害して現金を奪ったとみられている。　また、
容疑者はパチンコで全て使い、逮捕された時の所持金は15円
だった。

建築作業員 パチンコ ＴOKYO MX 2017/2/27
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359
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1999/12/21 摂津女児連れ去り事件
市役所職員が小学校2年生の女児を連れ去り、身代金を要求。
二日後女児は無事保護された。男は競馬などのギャンブルにや
財テクにはまり、約4000万円の借金があった。

市職員
（犯行時　警備員）

競馬等 朝日新聞 1999/12/20

360
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2016/2/14 大阪枚方市６歳男児監禁容疑
男児を自宅浴室に閉じ込めたとして実母32歳と内縁の夫28歳
を逮捕。「パチンコに行くため」と容疑を認めている。

母親
内縁の夫

パチンコ 朝日新聞 2016/2/13

361
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2016/10/3 大阪高槻市１歳長男虐待事件
交際相手の１歳長男に暴行を加えたとして２５歳の男が逮捕さ
れ、母親も監禁の疑いで逮捕された。容疑者は「パチンコなど
に行くのに息子が邪魔だった」と話している。

母親
交際相手

パチンコ MBSNEWS 2016/8

362
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

363
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

364
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1989/2/27 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

365
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1989/5/18 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 1989/5/16

366
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1989/6/15 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 1989/6/14

367
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1989/11/13 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 1989/11/12

368
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

369
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1990/5/14 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 1990/5/12

370
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1990/7/30 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 1990/7/22
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371
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1990/10/29 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 1990/10/28

372
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1990/12/10 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 1990/12/9

373
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

374
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1991/11/3 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 1991/11/2

375
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1991/12/28 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 1991/12/27

376
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1992/2/21 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 1992/2/20

377
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1992/4/4 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 1992/4/3

378
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1992/7/1 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 1992/6/30

379
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1992/7/4 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 1992/7/1

380
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1992/7/20 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 1992/7/19

381
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1992/7/29 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 1992/7/28

382
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1992/7/31 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 1992/7/30
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383
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1994/3/10 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 1994/3/9

384
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1994/3/17 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 1994/2/23

385
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1994/7/23 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 1994/7/22

386
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1994/8/16 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 1994/8/15

387
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1994/8/24 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 1994/8/23

388
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1994/9/1 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 1994/8/31

389
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1994/9/4 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 1994/9/3

390
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1995/1/17 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 1995/1/15

391
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1995/6/12 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 1995/6/11

392
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/4/3 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 1996/3/30

393
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/5/19 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 1996/5/18

394
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/5/19 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 1996/5/18
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395
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/5/20 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 1996/5/19

396
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/6/16 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 1996/6/15

397
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/7/10 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 1996/7/7

398
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

399
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/7/22 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 1996/7/21

400
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1996/8/22 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 1996/8/21

401
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1997/1/26 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 1997/1/25

402
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1997/7/10 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 1997/7/9

403
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

404
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1997/9/3 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 1997/9/1

405
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1998/3/27 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 1998/3/26

406
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
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407
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1999/3/4 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 1999/3/3

408
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1999/7/4 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 1999/7/1

409
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1999/7/18 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 1999/7/16

410
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1999/9/1 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 1999/8/27

411
児童虐待

ネグレクト
児童被害

1999/11/27 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 1999/11/26

412
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2000/5/10 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 2000/5/9

413
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2000/8/17 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 2000/8/16

414
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2000/9/26 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 2000/9/24

415
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2001/3/3 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 2001/3/2

416
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2001/5/5 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 2001/5/4

417
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2001/12/26 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 2001/1/28

418
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2002/4/24 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 2002/4/22
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419
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2002/5/19 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 2002/5/18

420
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/3/7 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 2003/3/5

421
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/3/11 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 2003/3/7

422
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/3/30 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 2003/3/27

423
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/4/4 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 2003/4/3

424
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/4/28 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 2003/4/27

425
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/5/28 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 2003/5/27

426
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/8/28 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 2003/8/27

427
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/9/22 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 2003/8/26

428
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2003/12/13 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

429
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2004/6/23 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 2004/6/22

430
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2004/6/26 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 2004/6/24
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431
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2004/7/8 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 2004/7/7

432
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2004/7/31 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 2004/7/30

433
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2004/12/30 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 2004/12/28

434
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2005/4/1 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 2005/3/31

435
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2005/5/18 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 2005/5/14

436
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2005/8/18 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 2005/8/17

437
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

438
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2006/5/10 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 2006/5/8

439
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2006/5/29 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 2006/5/28

440
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2007/4/3 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 2007/4/2

441
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2007/6/26 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 2007/1/31

442
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2008/4/15 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 2008/4/14
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443
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2008/5/2 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 2008/5/1

444
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2009/1/8 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 2009/1/6

445
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2009/4/22 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 2008/

446
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2009/8/28 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 2009/8/27

447
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2010/5/14 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 2010/5/13

448
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2011/4/30 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 2011/4/29

449
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2011/7/26 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 2011/7/25

450
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2012/5/13 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 2012/5/12

451
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2012/8/17 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 2012/8/16

452
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2013/6/29 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 2013/6/28

453
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2014/4/10 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 2010/4
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454
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

455
児童虐待

ネグレクト
児童被害

2014/7/27 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 2014/6/10
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473 少年事件 2016/6/15
千葉印西市中三男子２３０万円恐喝

同級生に校内で暴行を加え、3回にわたり現金２３０万円を脅
し取ったとして、中学３年の男子２人が恐喝容疑で逮捕され
た。奪った現金は課金制のネットゲームなどに使用。

中学三年生 ネットゲーム
朝日新聞
デジタル

2016/6/15

475 少年事件 2017/2/11 元近大生ひったくり容疑

大阪府警は元近畿大学１回生の男子学生（１９）とアルバイト
の少年(１9）を窃盗の疑いで逮捕したと発表した。元学生は
「生活費をパチンコで使ってしまいやった」と容疑を認めてい
る。

大学生
アルバイト

パチンコ
朝日新聞
デジタル

2016/12/22

456 少年事件 1990/5/9 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。

不明 パチンコ 朝日新聞 1990/4/29

457 少年事件 1991/7/13 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 1991/7/7

458 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。

不明 読売新聞 1992/3/8

459 少年事件 1993/4/6 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。

不明 パチンコ 朝日新聞 1993/3/19

460 少年事件 1993/12/8 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 1993/12/5

461 少年事件 1997/7/26 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 1997/6/2

462 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。

不明 パチンコ 朝日新聞 1998/3/31

463 少年事件 2000/4/7 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。

学生 パチンコ・麻雀 読売新聞 2000/4/5

464 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。

中高生等 パチンコ 朝日新聞 2001/8/15

465 少年事件 2005/12/3 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。

中高生等 パチンコ 朝日新聞 2004/8/13
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466 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。

不明 パチンコ 朝日新聞 2007/9/10

467 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。

不明 パチンコ 毎日新聞 2009/6/23

468 少年事件 2010/1/24 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。

不明 パチンコ 朝日新聞 2009/10/25

469 少年事件 2010/5/20 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。

中高生等 パチスロ 毎日新聞 2010/5/19

470 少年事件 2010/8/21 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 2010/8/20

471 少年事件 2011/4/15 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。

不明 パチンコ 朝日新聞 2010/5～８

472 少年事件 2011/10/28 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 2011/8/30

474 少年事件 2016/8/29 埼玉県川口市祖父母刺殺強盗事件

2014年祖父母を刺殺した元少年20才に、強盗殺人罪などで懲
役15年の判決が決定。被告は小中学校に通わず、義父が失踪後
母親に連れられて各地を転々とした。生活が困窮しても母親は
パチンコなどで浪費を重ね、2014年3月、元少年（１７）
に、「祖父母を殺してでも金を借りてくるように」と指示。元
少年は犯行に及び、現金8万円を奪った。

事件当時17歳 パチンコ
(母親)

読売新聞 2014//3

476 世代伝播事件 2008/7/25 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 1999/9/8

477
その他（賭博）

事件
2015/10/6 巨人軍投手賭博

読売巨人軍は、球団所属の福田聡志投手（３２）がプロ野球の
試合などを対象に賭けをしていた疑いが明らかになったとし
て、野球協約に基づき、日本プロフェッショナル野球組織（Ｎ
ＰＢ）の熊崎勝彦コミッショナーに告発すると公表。

野球選手 野球賭博 読売新聞 2015/10/5

478
その他（賭博）

事件
2015/10/21 巨人軍投手賭博

日本プロフェッショナル野球組織（ＮＰＢ）は、福田選手に加
え、笠原将生投手（24）と松本竜也投手（22）も関与してい
たことを発表。福田と笠原はマージャンやバカラでも賭けを
行っていたことが判明。

野球選手
野球賭博

マージャン・バカラ
読売新聞 2015/10/21
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ID 区分 記載日 事件名 事件概要 職業等 ギャンブルの種類 新聞名 事件発生及び発覚時期

479
その他（賭博）

事件
2016/3/11 京都ネットカジノ客逮捕

海外で開設された無店舗型オンラインカジノで賭博をしたとし
て、無職36歳男性ら3人が逮捕された。逮捕者全員が容疑を認
めている。

無職
オンラインカジノ

(ブラックジャック）
毎日新聞 2016/2/1

480
その他（賭博）

事件
2016/4/7 バトミントン選手闇カジノ賭博

リオ五輪バトミントン代表確実視の男子選手2名が、闇カジノ
店に出入りしていたことが判明。両選手ともカジノ店に行き、
数万から百万単位でかけていたと認めた。

バトミントン選手
（NTT東日本所属）

カジノ 産経ニュース 2016/4/6

481
その他（賭博）

事件
2016/11/18 歌舞伎町違法カジノ店摘発

カジノ賭博店の責任者（47）ら5人が「バカラ賭博」をさせた
疑いで現行犯逮捕された。

カジノ賭博店
責任者

バカラ賭博 テレ朝NEWS 2016/11/17

482
その他（賭博）

事件
2017/1/18 名古屋ポーカー賭博

ポーカー賭博が警察に摘発され、従業員３人は、賭博開帳図利
の疑いで、また、客の男女７人も、賭博の疑いで現行犯逮捕さ
れた。

賭博店従業員 ポーカー CBCテレビ 2017/1/17

483
その他（賭博）

事件
2017/1/20 福岡パチスロ賭博容疑

パチスロ機で賭博をしたとして、パチスロ賭博店長（４３）が
常習賭博の疑いで、客の男女４人が単純賭博容疑で、それぞれ
現行犯逮捕された。

賭博店店長 パチスロ
朝日新聞
デジタル

2017/1/20

484
その他（賭博）

事件
2017/2/4 東京・六本木バカラ賭博容疑

違法カジノ店の責任者（38）ら従業員の男女計11人が賭博開
帳図利の疑いで、店内にいた客４人も賭博の疑いで現行犯逮捕
された。

違法カジノ店責任者 カジノ 日本経済新聞 2017/2/2

485
その他（賭博）

事件
2017/2/4 水産庁職員高校野球賭博

漁業取締船内で高校野球大会の優勝校を当てる賭博を１口５０
０円で行っていた疑いで、水産庁の職員ら３９人が書類送検さ
れた。容疑を認めている。

水産庁職員 高校野球賭博
NHK NEWS

WEB
2014～2016
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【参考資料①】 

ギャンブル１８歳解禁に私たちが反対する理由 

現在、成人年齢を「18 歳以上」に改めるに当たり、公営競技への投票（ギャ

ンブル）解禁年齢も現行の「20歳」から「18歳」に引き下げる動きがございま

すが、公営競技への投票（ギャンブル）解禁年齢の引き下げは、「依存症のリス

ク」や、多重債務、非行、窃盗や万引きなどの犯罪といった「社会問題リスク」

を高めるとともに、「学校現場に混乱」をもたらし、「世界の公衆衛生対策の流

れにも逆行」する非常に危険な判断です。 

「ギャンブル等の理由で起こった事件簿」をご覧頂いてもお分かりの通り、

すでに少年たちによるギャンブルの問題が起きています。 

この上、ギャンブル依存症のリスクが高まる、解禁年齢の引き下げは、社会

に悪影響を与え、将来に禍根を残すこととなります。 

関係各位の懸命なご判断を望みます。 

以下、ギャンブル 18歳解禁に私たちが反対する理由について、述べて参りま

す。 

１．若年者とギャンブル依存症リスクの関係（諸外国資料） 

私ども“ギャンブル依存症問題を考える会”のホームページにも掲載させて

いただいておりますが、諸外国における研究から、年齢が若いうちにギャンブ

ルを始めると、ギャンブル依存症になるリスクが高まることが知られています。 

① 年齢群別のギャンブル問題

年齢とギャンブル問題のリスクの間には強い関係性が認められ、ギャンブル

問題のリスクは若年者になるほど増加します。 

【参照資料】  

http://novascotia.ca/dhw/addictions/documents/adult-gambling-prevalence-study-2007.pdf 

Nova Scotia Department of Health Promotion and Protection  

2007 ADULT GAMBLING PREVALENCE STUDY 

② 脆弱性要因 脳の発達

若年層のギャンブルを含む依存行動への脆弱性は、彼らの脳が成長過程にあ
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るということに大いに影響を受けています。臨床と研究のデータが、若年層の

脳は神経系の重要な成長期であり（つまり若年層の脳は成長過程の（未成熟な）

脳であるがゆえ、）若年層が瞬間的な意思決定に脆弱であり、依存行動に溺れ

やすい傾向にあることを示しています。  

【参照資料】  

http://www.ncrg.org/sites/default/files/uploads/docs/monographs/ncrgmonograph7final.pdf 

INCREASING THE ODDS  

A Series Dedicated to Understanding Gambling Disorders  

Volume 7 / What Clinicians Need to Know About Gambling Disorders  

③ ギャンブル依存症の危険因子

•Being under age 30

•Being male

•Having a family history of gambling disorder

•Gambling at an early age（早くにギャンブルを始めた人）

•Personal history of substance abuse

•Personal history of another mental health disorder

•Having a highly competitive personality

•Having access to legal or illegal gambling facilities

【参照資料】 

http://keystone.crchealth.com/co-occurring/gambling-disorder/causes-effects/ 

Keystone treatment Center  

Causes & Effects of Gambling Disorder 

④ 治療や支援につながり難い傾向

これらの傾向の他、ギャンブルの問題を抱える若年者は、治療や回復支援に

つながり難い傾向があると、多くの資料で指摘されています。 

２．若年者とギャンブル依存症リスクの関係（国内） 

私ども“ギャンブル依存症問題を考える会”で実施した調査結果（図１）で

は、国内でギャンブルの問題が生じている方のギャンブル開始年齢が、かなり

の若年齢であることが示されています。 
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図１．ギャンブル依存症者１６３人に対する、ギャンブル開始年齢のアンケート調査 

年齢 人数 

１２歳未満 ７ 

１２～１４歳 ９ 

１５～１７歳 ４９ 

１８～２０歳 ７３ 

２１～２３歳 １３ 

２４～２６歳 ８ 

２７～２９歳 １ 

３０歳以上 ３ 

合計 １６３ 

 

 

３．国内における治療や回復支援に対する認識の遅れ 

 

２０１３年にアメリカの精神医学会で公開されたＤＳＭ－５（精神障害の診

断と統計マニュアル）において、ギャンブルの問題は、アルコールや薬物の問

題と同じカテゴリーに分類されることとなりました。ギャンブルへの過度なの

めり込みが生じる背景に医学的な要因が含まれること、相互援助（自助）グル

ープやリハビリ施設における回復支援を中心に、福祉、教育、医療、司法、債

務問題への法律的支援等、社会全体での連携した支援が必要であることが、国

際社会では広く認識されています。 

その一方、国内においては、ギャンブルへののめり込みについて「本人の意

思の弱さ」が問題であるという誤った理解が、いまだに多くなされているよう

に思われます。社会的に自立できている周囲からの信頼が厚い人でも、ギャン

ブルの問題が生じることはあり得ます。また、アメリカの大規模調査と比較す

ると、国内のギャンブル依存症者の反社会性パーソナリティ障害の併存率が低

いという報告（図２）がなされています。以前に何の問題もなかった方が、ギ

ャンブルに接したことをきっかけに諸問題を生じるようになってしまうという

状況が、国内では多いと考えられるわけです。 

 

53



（C)2015 公益社団法人 ギャンブル依存症問題を考える会

ギャンブルの問題に関する国内の調査・研究は始められたばかりです。リス

クや治療・回復支援についての正しい理解が進んでいるとは言えない現状を考

慮すると、「年齢的に禁止された行為である」という心理的抑止を外すことは、

１８歳から２０歳までという自らのアイデンティティを確立させる重要な時期

に、想定し得なかった問題を生じさせるリスクがあると言わざるを得ません。 

図２．ギャンブル依存症と併存する精神障害の国内外比較について 

（単位：％） 

精神障害（診断名） 国内調査※１ 
ＮＥＳＡＲＣ※

２ 

ＮＣＳ－Ｒ※

３ 

うつ病 45.7 37.0 38.6 

気分変調症 6 13.2 

躁病 0.9 22.8 17.0 

広場恐怖を伴わないパニック

障害 
1.7 13.1 21.9 

広場恐怖を伴うパニック障害 1.7 5.1 

社会不安障害 7.8 10.6 ― 

ＰＴＳＤ 0.9 ― 14.8 

全般性不安障害 1.7 11.2 16.6 

アルコール乱用 3.4 25.4 46.2 

薬物乱用 0.9 26.9 

アルコール依存 8.6 47.8 31.8 

薬物依存 0 11.2 

反社会性パーソナリティ障害 2.6 23.3 ― 

※１ 厚生労働科学研究 いわゆるギャンブル依存症の実態と地域ケアの促進 Ｈ20 年度報告書

※２ アルコールおよび関連疾患に関する全米疫学調査

The National Epidemiologic Survey on Alcoholic and Related Conditions (NESARC) 

※３ 全米併存症調査 The National Comorbidity Survey Replication (NCS-R)

【参照資料】 

佐藤拓、宮岡等：病的ギャンブリング ―その鑑別と対応―．精神科治療学，27(6)；715－721，2012 
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【参考資料②】 

自殺との関連性 

 

※自殺年慮－具体的な方法で自殺したいと考える。自殺のそぶりをする

※自殺企図－実際に自殺行為に至る

【出典】 

(１)内閣府：自殺対策に関する意識調査 平成 20年 2月実施調査報告書

(２)厚生労働科学研究 いわゆるギャンブル依存症の実態と地域ケアの促進

平成 20年度田中班報告書

(３)松本俊彦、小林櫻児、上條敦史、他物質使用障害

患者における自殺年慮と自殺企図の経験、精神医学 51：109-117，2009

(４)川上憲人：わが国における自殺の現状と課題

保健医療科学 52：254-260，2003

※(１)～(３)は、自記式調査票による調査。(４)は、構造化面接による調査。 

自殺年慮 自殺企図 

No. 対象者 1年以内経験率 生涯経験率 1年以内経験率 生涯経験率 

（１） 
全国民から 

ランダム抽出
４．０％ １９．１％ ― ― 

（２） 

健常対照群 ２．７％ １４．５％ ０％ １．８％ 

病的ギャンブリング群 ２６．７％ ６２．１％ １２．１％ ４０．５％ 

（３） 

アルコール使用障害者 ― ５５．１％ ― ３０．６％ 

薬物使用障害者 ― ８３．３％ ― ５５．７％ 

（４） 
大うつ病性 

エピソード該当者
１９．４％ ― ８．３％ ― 
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【書籍紹介】当会代表田中紀子の著書です。 

祖父、父、夫がギャンブル依存症！「三代目ギャン妻の物語」（高文研） 

ギャンブル依存症 角川新書 

祖父・父・夫に散々苦しめられた、ギャンブル依存症 

という病。 

その上自らもはまってしまった、当会代表の田中紀子が、

苦悩と依存症回復への道を赤裸々に書き尽くします。 

波瀾万丈の人生を振り返り、 

依存症からの回復とは何か？ 

回復プログラムとはどのようなものか？ 

今、求められるギャンブル依存症対策とは何か？ 

まで、痛快に書き尽くしています。 

【マンガ解説付き！】 

「ギャンブル等の理由で起こった事件簿」を調べて

いる過程で、刊行を思いたちました。 

事件簿と共に読んで欲しい１冊です。 

ギャンブル依存症は意志や根性ではどうにもならな

い、「治療すべき病気」であるにもかかわらず、その

ことが知られていないために、多くの悲劇が生まれ

ています。 

この病気が引き金となった事件を知って、ギャン

ブル依存症問題を、社会全体で是正して欲しいと当

会一同願っています。 

この国は、「ギャンブル依存症大国」から「ギャン

ブル依存症対策国」へと生まれ変わる転換期にきて

います。 
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～ インタベンション（介入）～ 

・ギャンブル依存症当事者を

回復施設へと繋ぐ説得や動機づけ 

・家族間の取りまとめ

・回復施設への送迎

～ 家族相談会 ～ 

（開催地：東京、関西） 

・家族相談→各事例について

適切な対処法をアドバイス

・借金の対処法

・質疑応答 etc

 

 

 

公益社団法人 ギャンブル依存症問題を考える会 

～ 私たちの活動内容や役割のご紹介 ～ 

～ ダイバージョン ～ 

・逮捕、拘留中の対応

・釈放後、回復施設入所への

説得や動機づけ

・回復施設への送迎

悩める当事者の方、誰にも相談できずに困っているご家族の方 

当事者やご家族に対応される援助職の方 

青少年・学生、社会人向けへの予防教育をお考えの方 

私たちをご利用下さい 

～ 予防教育 ～ 

・学校講演

・企業研修/講演

～自助グループのご案内～ 

・ＧＡ：ギャンブラーズアノニマス

ギャンブルがやめられない当事者の方へ 

・ギャマノン

ギャンブラーをご家族に持つ方へ 

～ 基礎講座の開催 ～ 

 （全国で開催） 

・依存症という病気の概念

・家族の対応の仕方

・自助グループ・回復施設など

社会的リソースのご紹介 etc

～ 連携／ご紹介 ～ 

・医師や弁護士

・回復施設

・区市町村等の行政

  etcのご紹介 

お問い合わせ：公益社団法人 ギャンブル依存症問題を考える会 

電話 03-3555-1725 info@gamblingaddiction.jp http://www.gamblingaddiction.jp/ 

※インタベンション、ダイバージョンは、連携しているインタベンショニストにお繋ぎします

～電話相談～ 

・随時

mailto:info@gamblingaddiction.jp


公益社団法人 ギャンブル依存症問題を考える会 

  ギャンブル依存症は、WHOが定めている国際疾病分類「精神及び行動の障害

（ICD-10）」の中でも、治療すべき病気と定められ、正式名称を病的賭博と呼ぶ、

れっきとした「病気」です。にもかかわらず、日本国内でこの事実が、殆ど知られ

ておりません。 

 多くの場合ギャンブルによる、借金やその他の問題を繰り返す人に対して「甘え

ている」「たるんでいる」「自立できていない」「根性がない」「ストレスのせい」

果ては、「親の育て方が悪い」「配偶者が至らないからだ」と、当事者や周囲の人

達を責め、傷つけ続けてしまいますが、ギャンブル依存症が「病気」である限り、

本人の自覚や努力、ましてや根性論だけでは、回復することはできません。ギャン

ブル依存症から回復するには、自助グループに通ったり、場合によっては回復施設

に入寮して、適切なプログラムを受ける必要があります。 

 また、ギャンブル依存症者の周囲には、当然ながらその 2倍 3倍に該当する、問

題に巻き込まれ苦しんでいるご家族がいます。ご家族も、適切な対処法を学び、当

事者がどうあれ、ご家族はご家族で安全安心に暮らせるようになる必要がありま

す。  

当会は、これらギャンブル依存症を取りまく問題背景を踏まえ、ギャンブル依存

症に対する啓発活動、情報提供、予防教育を目的に設立されました。 

 当会の目的 

1. ギャンブル依存症という病気について啓発活動を行う。

2. ギャンブル依存症からの有効な回復方法として、セルフヘルプグループや治療施

設の情報提供を行う。

3. 青少年に対する、ギャンブル依存症の予防教育を行う。

ギャンブル等の理由で起こった事件簿（平成第 2版）
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