
犯罪被害財産支給手続開始決定公告

平成２６年５月１４日 水戸地方検察庁検察官

下記のとおり，犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第６条

第１項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。

記

１ 犯罪被害財産支給手続番号 水戸地方検察庁 平成２６年第１号

２ 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 平成２６年５月１４日

３ 支給対象犯罪行為の範囲

 支給対象犯罪行為が行われた期間

平成２２年１０月頃から平成２３年１１月頃までの間

 支給対象犯罪行為の内容

被告人らが，親族になりすまして電話をかけ，横領金の補塡名目又は借金の補

塡名目などの嘘を言い，現金を指定口座（検察官が既に把握している振込指定口

座については，下記４参照）に振り込ませて詐取した行為（主な犯行態様につ

いては，下記４参照）。

４ 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考とな

るべき事項

 検察官が既に把握している振込先預貯金口座（五十音順）

銀行等（支店）名、口座名義、口座番号の順に記載

愛知銀行桑名支店テイカイルイ2009888 、

愛知銀行高畑支店スズキシンジ2034080、

愛知銀行本店営業部フジモトシンイチロウ1104926、

愛知県中央信用組合知立支店チンウゴウ812129、

青森銀行むつ支店アオヤマシゲユキ3022006、

秋田銀行手形支店チョウチョウショウ702149、

秋田銀行盛岡支店オオウチキョウコ1001117、

旭川信用金庫豊岡支店オリタタカシ686297、

朝日信用金庫新小岩支店アマダカズオ246064、

朝日信用金庫本店カワナカネオ578520、

足立成和信用金庫入谷支店ホソヤヒデオ122230、

阿波銀行丸亀支店ワカバヤシミツコ83719、

網走信用金庫釧路支店クボタタツヤ231440、

天草信用金庫松島支店ハマモトミハル144068、

池田泉州銀行インターネット支店ナカヤマヒロトシ36600、

いちい信用金庫蟹江支店オオヤマカンゾウ45515、

いちい信用金庫江南支店ホリバヤスキ1045131、

一関信用金庫千厩支店チバジュイチロウ184355、

茨城県信用組合協和支店シミズキミヨ7534741、

伊予銀行三崎支店シミズユキオ1117523、

愛媛銀行今治東支店ハンギョクソ1590000、



愛媛銀行雄郡支店ヤマサキケンシ3403109、

愛媛銀行道後支店タケチテルミ4927105、

大分銀行石垣支店フルイケユウジ5212545、

大分銀行日岡支店タヤマトシマ5588145、

大分銀行別府南支店ナカムラリョウ5051457、

大分銀行南支店エトウマチコ5309796、

岡崎信用金庫伝馬支店サカキバラトシオ2002373、

岡崎信用金庫豊川支店イシダカツユキ3183780、

岡崎信用金庫豊田南支店ムラカミフユヒコ9005676、

岡崎信用金庫本店営業部コンドウヨシコ184367、

沖縄海邦銀行諸見支店トウヤマケンユウ517909、

沖縄銀行大宮支店マタヨシコウジュン1309172、

沖縄銀行読谷支店マツシマカズヨシ1434430、

小樽信用金庫長橋支店シラカワハルヒサ305212、

香川県農業協同組合上高瀬支店ナカニシカズノリ3634398、

鹿児島銀行高山支店ヤマシタヒデシ713739、

鹿児島信用金庫田上支店トクナガヒロコ7521242、

鹿児島相互信用金庫南種子支店コワキカオリ1097819、

関西アーバン銀行鳳支店ハタノタケシ1037954、

関西アーバン銀行大正支店カワイサツキ282944、

北國銀行押水支店モリタミチヨ19189、

北見信用金庫釧路支店クボタタツヤ557840、

きのくに信用金庫野崎支店ノグチカズヒコ368873、

岐阜銀行下呂支店タテイシツネユキ515691、

岐阜信用金庫奥田支店ヨシダソウイチロウ1023461、

岐阜信用金庫岐南支店セグチトシノリ276914、

京都銀行稲荷支店サイトウアキヒデ896994、

京都銀行堅田支店サワイカンゴ1073872、

京都銀行桂支店マツモトアヤコ719506、

京都銀行門真支店ヤマグチヒロカズ3038539、

京都銀行久世支店マツバヤシノブユキ3641956、

京都銀行高の原支店サノマサヨ134851、

京都銀行福知山支店エイフクカズヤ3870563、

京都銀行福知山支店サトウナオユキ4106303、

京都銀行伏見支店ムラジユウスケ3725493、

京都銀行牧野支店イヌイケイコ3950721、

京都信用金庫西京極支店フジイヒロシ380789、

京都信用金庫紫竹支店ミナミケイジ300514、

京都中央信用金庫北野支店マツヤマミツオ342887、

京都中央信用金庫百万遍支店モリオカコウジ975766、



京都中央信用金庫枚方支店ムラオカカズオ85529、

京都北都信用金庫舞鶴中央支店フクダユウスケ226189、

桐生信用金庫玉村支店ハンギョクソ208868、

近畿大阪銀行九条支店ヤマモトリョウ34091、

近畿大阪銀行山本支店イシカワフミオ3920、

熊本信用金庫南熊本支店ニシハルミ215590、

熊本第一信用金庫御船支店ミヤザキコウジ84751、

熊本ファミリー銀行人吉支店マツオユミコ3019530、

群馬銀行あずま支店タカハシユウスケ149326、

群馬銀行太田支店サイトウショウジ1669989、

群馬銀行新町支店ハンギョクソ800857、

群馬銀行所沢支店ワタナベタケシ14850、

京葉銀行長浦支店シンドウフジオ5310971、

京葉銀行松戸新田支店コウノストオル4653841、

郡山信用金庫開成山支店ワタナベキヨミツ1074084、

西京信用金庫練馬支店カワナカネオ3140837、

埼玉りそな銀行朝霞支店インガン4322753、

埼玉りそな銀行幸手支店セヤマタカミツ3881885、

埼玉りそな銀行武蔵藤沢支店モリハシテツヤ4057977、

佐賀銀行大川支店ハラサチヨ3002756、

佐賀銀行渡辺通支店フナツキミアキ1222961、

札幌信用金庫恵み野支店クボミツル4231635、

滋賀銀行南草津駅前支店イタクラマサト741885、

十八銀行多良見町支店ヤマグチジュンイチ31570、

十六銀行加納支店ゴケツ1547280、

十六銀行穂積支店ジヤンミン1394233、

城南信用金庫相模大塚支店アクザワマユミ284978、

城北信用金庫吉川支店イノウエタケトシ293407、

昭和信用金庫新宿支店コウセイユ1068979、

スルガ銀行伊東駅支店カツマタアツコ2949063、

西武信用金庫小作支店イトウシンゴ1230254、

西武信用金庫幸町支店イノマタカズミ99358、

西武信用金庫瑞穂支店ミズノシンイチ1152544、

瀬戸信用金庫長久手支店ヒラキマサシ812298、

瀬戸信用金庫藤岡支店ブケン122532、

荘内銀行イオン三川店出張所ヨシカワシンジ1021969、

荘内銀行米沢中央支店アサノアユミ1042852、

大光銀行新発田西支店シモムラカズオ3016931、

第三銀行住吉支店カワニシセイジ2265011、

大地みらい信用金庫標茶支店オフィスミックスジュウサンダイ1025478、



多摩信用金庫八王子駅前支店イノウエキョウコ3903389、

筑邦銀行田主丸支店ヒゴバシマサミ1615025、

筑邦銀行名島支店ヤノシンジ3004316、

千葉銀行京成駅前支店タカハシシロウ3560125、

千葉銀行松ヶ丘支店ケッソクススム3427840、

千葉銀行八千代支店イワマカズユキ3658287、

千葉興業銀行木更津支店イソベゴイチ1053715、

千葉興業銀行浜野支店オオフチミツアキ1072468、

千葉興業銀行八幡支店カ）ヒエイケンソウ1059359、

千葉信用金庫桜木支店カワバタタダタカ690249、

千葉信用金庫千葉駅北口支店カノウシゲオ704307、

中央労働金庫松戸支店コマツアキヒコ6224608、

中国銀行岡山南支店オオイシケンジ1819362、

中国銀行水島支店ムラタノブヒコ1859984、

中国銀行水島支店オオサキミツオ1603556、

銚子商工信用組合松戸支店コマツアキヒコ3015722、

筑波銀行関城支店サカイリシンイチロウ1028498、

東京東信用金庫綾瀬支店ヤマグチシンイチ5508000、

東京東信用金庫入谷支店イシヅカサトシ4938403、

東京東信用金庫錦糸町支店ナカムラトシノリ3687703、

東京東信用金庫松戸支店コマツアキヒコ4836507、

東邦銀行須賀川支店スズキケイスケ1064283、

東北銀行ときわ台支店ユ）イトウキカイセッケイ3157663、

東和銀行川越支店タバタリョウヘイ3064831、

徳島銀行弁天町支店コダテツヤ8514022、

栃木銀行幸手支店キシセイタ6597732、

鳥取西部農業協同組合日南支所フルイチセイジ3848、

砺波信用金庫戸出支店カナイキヨミ9004000、

利根郡信用金庫水上支店カネコノブユキ326780、

豊田信用金庫平山支店セキケイタ1123313、

豊田信用金庫藤岡支店ブケン1047923、

中栄信用金庫本店ダイモンタエコ521827、

長野銀行上田支店ヨシダユウコ8494909、

長野銀行上田支店オオタシンイチ8507342、

長野信用金庫桜枝町支店ヤマグチトシマサ302111、

長野信用金庫善光寺下支店ニシノイリヒデヒロ321024、

長野信用金庫松代支店トヤアキト305465、

名古屋銀行鳴尾支店ショウカイヒ3233539、

名古屋銀行鳴海東支店リコウ3465931、

名古屋銀行枇杷島通支店オガワヤスミ3302069、



七十七銀行宮町支店ムラカミアキオ5308828、

＜以下１３口座は､いずれも西日本シティ銀行の支店であり､同銀行名は省略し、支店名､口

座名義人、口座番号の順で記載＞

・芦屋支店ササキコウイチ841420、・大分支店カワゴエアユミ1817203、

・小倉支店ミヤゾエヒロノリ2096443、・雑餉隈支店オオイシタカアキ1373038、

・城野支店ニシタキカツタロウ955633、・千早支店トクトミカズマサ1935015、

・那珂川支店マツダカズヤ575063、・日田支店イシバシタカミ1429813、

・博多駅東支店ナカカワジカズエ798897、・福岡流通センター支店クボキヨミ472178、

・三萩野支店クロダアキコ1588680、・三萩野支店ナカキカズ400519、

・弥永支店アガリオアキコ1130774、

のぞみ信用組合矢田支店ホカムラマユミ2336691、

八十二銀行須坂支店カナザワエイジ114550、

八十二銀行南松本支店モモセミネオ832637、

肥後銀行中支店ミヤマシンジ1466348、

百五銀行大安出張所ムカエサトル19760、

百五銀行高茶屋支店カトウマサミ530176、

百五銀行名張支店フジオカズミツ977898、

百五銀行矢田支店ナカムラシゲオ330046、

百十四銀行明石支店イワミマサヒコ346104、

百十四銀行塩屋出張所マツノセツコ146847、

福岡銀行新宮支店ニシムラコウムテンニシムラショウジ623519、

福岡銀行那珂川支店カクシユオウ596979、

福岡中央銀行大利支店ツエアケミ1067451、

福岡中央銀行前原支店ウチダコウサイ1086217、

富士信用金庫伝法支店ヤマモトヒロカズ7377、

豊和銀行大在支店エガシラアキトシ1184400、

北星信用金庫旭川北支店ニスギヨシタカ1031853、

＜以下１３口座は､いずれも北洋銀行の支店であり､同銀行名は省略し、支店名､口座名義人、

口座番号の順で記載＞

・浦河支店キムラヒデアキ438265、・帯広西支店モリシタケンスケ52283、

・北十五条支店キノシタタダヨシ4310413、・五稜郭公園支店フクノケイコ3093688、

・静内支店オオシママサト756674、・小駅前支店シラカワハルヒサ3299443、

・千歳中央支店キムラヒトシ4079962、・鳥取支店サカイケンイチ385797、

・苫小牧中央支店オザキトモミ3354830、・豊岡支店タニグチアズマミ3183420、

・屯田支店タケダケンスケ440002、・根室支店クボタタツヤ3555915、

・登別支店アライカズユキ103833、

北陸銀行開発出張所フジイシュウシン5051490、

北陸銀行釧路支店クボタタツヤ5082960、

北陸銀行小松支店ヨシダタダシ5142080、

北陸銀行苫小牧支店ニカイドウヒサコ4174120、



北陸銀行二の宮支店ニシダフミヒコ5021150、

＜以下１７口座は､いずれも北海道銀行の支店であり､同銀行名は省略し、支店名､口座名義

人、口座番号の順で記載＞

・赤平支店ヤギハシジュンコ533808、・糸井支店オザキトモミ855790、

・美しが丘出張所シバタチホ156329、・北二十四条支店ゴトウカズオ1362671、

・清田支店ダテコウイチロウ1148319、・釧路支店イシダツトム1456583、

・札幌駅前支店ナルミタケヒロ1785922、・篠路支店コソバリエ1116266、

・西線支店メモリアルマイタケミドリ538221、・根室支店クボタタツヤ630274、

・函館支店ササキショウジ1461077、・東札幌支店デグラユウジ882791、

・本店営業部ゴトウマサル2198983、・美香保支店イトウアツシ1057031、

・恵み野出張所カマダシュウイチ348002、・元町支店バンドウユカ861775、

・留萌支店ウエモトユタカ83385、

枚方信用金庫牧野支店ベップカズヒロ530510、

三浦藤沢信用金庫長者町支店シバキヨシ1229206、

三浦藤沢信用金庫長者町支店オザキケンイチ1245119、

三重銀行鈴鹿支店バコクセイ1348805、

三重銀行富田支店オオタキマサミ909431、

三重銀行鳥羽支店オオタヨシユキ2246026、

水沢信用金庫本店サトウトシキ144078、

水島信用金庫藤戸支店ヨシダヤスカズ125719、

＜以下４４口座は､いずれも、みずほ銀行の支店であり､同銀行名は省略し、支店名､口座名

義人、口座番号の順で記載＞

・赤羽支店マスギヒロキ2132793、・足立支店ヤハタヒロフミ1294027、

・足立支店オチアイヤスオ1203897、・厚木支店オオバショウイチ1178616、

・尼崎支店キクナガヒカリ1649408、・綾瀬支店ヤマダキヨエ8069776、

・飯田橋支店ヨシダミノル2353972、・池袋支店コウカザワ1509866、

・板橋支店サワダカズヒト8016834、・稲毛支店シンカツオ4063945、

・上野支店サイコテツ1771829、・浦和支店キクチナオヒト1295836、

・恵比寿支店ヤマモトトモヒサ1203352、・大宮駅前支店エビナタカオ2840267、

・荻窪支店ミタタカユキ2531423、・小山支店ナオイエイガ1922688、

・柏支店キムラケンイチ2872843、・勝田台支店イワマカズユキ1025099、

・鎌取出張所トミタユウコ1084203、・亀戸支店カトウコウタロウ1392687、

・川越支店ホズミヤスシ1155405、・熊谷支店ナオイタケヒコ2281834、

・五井支店タカウラヨシアキ2048163、・古河支店ヤギカズマ1133605、

・堺支店ハヤミズヨシト1224246、・自由が丘支店リュウイ2324189、

・新宿支店ソンセイ2121397、・新宿西口支店キムレイ4508300、

・新所沢支店イグチタケシ4405448、・新所沢支店ホンダメグミ4324405、

・新百合ヶ丘支店クワハラシオリ2075090、・新百合ヶ丘支店タムラシゲル1926275、

・千束町支店コバヤシリキト1789708、・高崎支店ハヤシサユリ1230632、

・東陽町支店ヨコヤマカズヒロ1185860、・所沢支店オノタダシ1148684、



・難波支店ショウダテツヤ1537586、・西葛西支店ヨシマツタケヤ1361215、

・橋本支店クツザワヒロキ2519733、・福岡支店ナカノタケヒコ1485389、

・本八幡支店ソンパオヨウ1214466、・水戸支店カガワミカ1086206、

・水戸支店カリヨク8072818、・山本支店イシカワフミオ1973911、

みちのく銀行黒石支店イガラシトシキ2009118、

みちのく銀行三戸支店ヒザワナオミ9718940、

みちのく銀行根城支店ヤマグチユキエ2035882、

＜以下２３口座は､いずれも三井住友銀行の支店であり､同銀行名は省略し、支店名､口座名

義人、口座番号の順で記載＞

・池袋支店ソンパオヨウ3193244、・大泉支店ミズタニダイスケ7041061、

・春日部支店クドウミツヒコ3483231、・金沢八景支店オオジヒサコ6418577、

・小岩支店オオイシヒロシ7064568，・国分寺支店ヤマモトヒロシ2165035、

・越谷支店イワブチカズユキ1328841、・坂戸支店キノシタアツトモ4435405、

・志木ニュータウン支店タカハシナオジ748985、・新宿支店マルヤマナオユキ3227756、

・草加支店ナンカイエン1138261、・高田馬場支店コウセイユ4581193、

・多摩センター支店ミサワタツアキ845905、・東京公務部セキヤアキヒロ5351833、

・ドリーム出張所アライヒデナリ7650564、・永山支店サカイカナミ6842460、

・西新井支店イワタユウイチ7266944、・西新井支店イワタユウイチ7266933、

・人形町支店カ）ジェットプロモーション379493、・矢向支店コイケミノル6731732、

・横浜中央支店マフネユウイチ7229663、・横浜中央支店カワシマシゲル7334170、

・六本木支店ギュウタク7347899、

＜以下３３口座は､いずれも三菱東京ＵＦＪ銀行の支店であり､同銀行名は省略し、支店名､

口座名義人、口座番号の順で記載＞

・麻布支店ミワシゲノリ49589、・稲沢支店ロイ75807、・大井町支店ミタタカユキ1106110、

・大久保支店ユ）エスキース3768298、・大宮支店ハンギョクソ5633645、

・押上駅前支店アベカツコ1042732、・葛西支店シロガネヤスハル4884274、

・春日部支店クドウミツヒコ98386、・神田駅前支店イシイトシエ2440402、

・神田支店キヨウビケン65288、・小岩支店ホバラコウジ103982、

・国立支店サトウヒロユキ1197289、・越谷支店イワブチカズユキ115434、

・相模原支店トミヤマタダシ1938555、・狭山出張所タケムライツテツ31566、

・下赤塚駅前支店サジタカオ4552745、・下赤塚支店ゴウドウガイシャアクア46805、

・新宿新都心支店オガワミカ 80935、・千住中央支店サカイカナミ921106、

・徳島支店アベツネオ73364、・名古屋営業部ツガワヨシユキ343997、

・西葛西支店リュウイ1715132、・八王子中央支店シノザキマコト72353、

・浜松町支店アイサイトダイヒョウシモガキオサム1146956、

・東松山支店オカムラアキオ12832、・東松山支店ナカジマカズコ3971282、

・福生支店ミズノシンイチ87282、・本店第一出張所アラツギオ2128403、

・三河島支店キムレイ3800442、・武蔵境支店タカハシシンイチ88352、

・八千代支店イワマカズユキ73032、・横浜中山支店ニッタナオユキ151400、

・横浜西口支店テイリン6891541、



みなと銀行藤原台支店シンリュウ1762749、

みなと銀行伊川谷支店ドウモトカズヒロ1766179、

南日本銀行紫原支店セキノブユキ1090211、

宮崎銀行佐土原支店カワノミチアキ73884、

宮崎銀行鹿屋支店タケヤマヨウイチ58927、

宮崎中央農業協同組合佐土原支店ナガトモトモミ47045、

八千代銀行調布支店スドウカツミ559411、

八千代銀行千代田出張所オノハヤト162057、

山形銀行寒河江支店オオウラサチコ551945、

山口銀行厚南出張所タナカコウジ6047060、

山口銀行上宇部支店オオタミツヒロ6242641、

山口銀行北九州支店イケダマナブ6261876、

山梨中央銀行大月支店ナガサカハチヒコ1007188、

山梨中央銀行竜王支店タキザワテルヒコ578289、

＜以下６４口座は､いずれも、ゆうちょ銀行の支店であり､同銀行名は省略し、支店名､口座

名義人、口座番号の順で記載＞

・〇〇八 ヨシダタダシ7047616、・〇〇八 マツシタミツヒコ2411977、

・〇〇八 トミヒラマサハル702071、・〇〇八 カトウコウタロウ3619847、

・〇〇八 オノタダシ8421139、・〇〇八 ヨネザワカズヒロ3089201、

・〇〇八 チネンスグル2931496、・〇〇八 ヨネザワコウイチ3564411、

・〇〇八 トワタワタル1505628、・〇〇八 オオイシヨシノリ7383965、

・〇一八 ミズノシンイチ8747952、・〇一八 モリサカマサユキ2703500、

・〇一八 ミハラマサル6847262、・〇一八 ササキケンゾウ4499063、

・〇一八 オカシタレイコ3648746、・〇一八 コイケマサユキ7792589、

・〇一八 タカギヒデオ6541819、・〇一八 ホンダコウイチ2090103、

・〇一八 アラツギオ8157782、・〇一八 オカザキマサタカ3373435、

・〇一八 オオイシヨシオ3697887 、・〇二八 ブトウミツマサ7810598、

・〇二八 ウスイミワ7720273、・〇二八 ツツミエリ6106492、

・〇二八 クリモトミツオ7932115、・〇二八 コバヤシカズオ9060605、

・〇三八 イグチタケシ2910388、・〇三八 クドウミツヒコ5944084、

・〇三八 カトウショウコ2220779、・〇三八 ホンダメグミ6816244、

・〇三八 ワタナベタケシ1162654、・〇三八 タカハシナオジ375823、

・〇三八 イガラシフミオ5928515、・〇五八 ミハラタダシ2086728、

・〇五八 ナカノタカムツ2031811、・〇五八 ヨコヤマタケシ5662084、

・〇五八 シンカツオ3964627、・〇五八 ヒライシゲフミ4926991、

・〇五八 ヤオショウキ3661752、・〇七八 フクダコウイチ3366018、

・〇七八 アダチマスミ996153、・〇九八 ニイノカズノリ804816、

・〇九八 サトウマイ1597581、・〇九八 ミタムラマサオ335261、

・二一八 ニシハラユキオ4335903、・二一八 スズキトシミツ6922565、

・二一八 サカイリエ487773、・二二八 フギョウエン2566348、



・二三八 ネガミマユミ3850463、・二四八 ジョウケンホウ1789275、

・三一八 カネマツジュンイチ338054、・四一八 ホリエユウコ4773659、

・四一八 ヒラタマモル8522613、・四一八 ハバラマサノブ7317688、

・四三八 ミナミダキリコ3026490、・四四八 トヨダカズミ477037、

・四五八 チバエイジ1633786、・四七八 ニシハタユキヒロ1300769、

・六三八 オオハラカズオ1253719、・七一八 ニシハルミ981739、

・八二八 キクチシンイチ1092224、・八三八 フジムラテイコ1564384、

・九四八 コツジヒデノリ968943、・九九八 コニシヨシミツ180049、

横浜銀行桐生支店トウエイキ6005661、

横浜信用金庫日野支店タナカコウジ231091、

楽天銀行オペラ支部フクモトシンゾウ3939611、

楽天銀行サンバ支店ナカムラミツヒロ4242650、

楽天銀行ピアノ支店オオツカタカヒロ1267139、

楽天銀行ピアノ支店ハマオカシュンイチ1394335、

りそな銀行明石支店タカオゴウ72267、

りそな銀行錦糸町支店ナカムラトシノリ53688、

りそな銀行調布支店ウエクサタツヨシ4470977、

りそな銀行鶴見支店カワサキカズト1349168、

りそな銀行中野支店サワムラヤスシ1711287、

りそな銀行西新井支店セキマサエ4403854、

りそな銀行八王子支店ツヤカズオ2109563、

琉球銀行コザ十字路支店ツカモトユウスケ882911、

琉球銀行豊見城支店タイラナギサ448695。

 主な犯行態様

ア 息子になりすまして

 会社のお金を使い込んだ。後で必ず返すからお金を振り込んでほしい。

 浄水器の販売をしているが金がないんだ。お金を貸してほしい。

 投資をしていて金融から金を借りている。お金を払わないと取り立てに回

される。お金を振り込んでほしい。

 会社で間違った振込をしてしまった。間違ったお金は戻ってくるが今日中

に処理しなければならない。何とかならないかな。

 金融機関から借金をしている。どうにかならないか。金融業者に電話して

指示を受けてくれ。

などと電話をかける。

イ 現金の振込は，被告人らが管理する上記４記載の預貯金口座に振り込ませ

る方法により行う。

５ 開始決定の時における給付資金の額 金１，０３８万７６０円

６ 支給申請期間 平成２６年５月１４日から同年７月１４日までの間

７ 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項

 裁 判 所 名 ①東京高等裁判所 ②③④水戸地方裁判所



 裁判年月日 ①平成２５年６月１２日 ②平成２４年１２月２６日

③平成２５年１月１０日 ④平成２５年１月２３日

 確定年月日 ①平成２５年９月１３日 ②平成２５年１月１０日

③平成２５年１月２５日 ④平成２５年２月８日

 被告人氏名 ①坂上 功 ②野中優樹 ③昆 修平 ④細田真庸

 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名

（事実の要旨）

被告人らは，被害者らに電話をかけ，その息子になりすますなどして，会社の

金を横領したので補塡金が必要であるなどと嘘を言い金銭を詐取するに当たり，

詐取金の帰属を仮装しようと企て，共謀の上，平成２３年６月１日から同年１１

月１５日までの間，前後４５回にわたり，詐取金４，５０５万５９０円を被告人

らが管理する普通預金口座等３４口座に振込入金させて預け入れ，もって犯罪収

益等の取得につき事実を仮装したものである。

なお，被告人らは，上記事実の一部又は全部に関与したものである。

（罪 名）

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第１０条第１項前段違反

８ この公告に関する問い合わせ先（申請書の提出窓口）

住所：〒310-8540 水戸市北見町１－１ 水戸地方検察庁被害回復事務担当

電話番号 ０２９－２２１－３２８８（専用ダイヤル）

９ その他

 上記３の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には，この公

告があった日の翌日から起算して３０日以内に当該処分をした検察官が所属する

検察庁の長（水戸地方検察庁検事正）に対して審査の申立てをすることができま

す（提出先は上記８のとおり）。

 当該処分の取消しの訴えは，審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提

起することができませんが，次のいずれかに該当するときは，当該裁決を経ずし

て当該処分の取消しの訴えを提起することができます。

ア 審査の申立てがされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないと

き。

イ 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分，処分の執行又は手続の続行により生

ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

 当該処分の取消しの訴えは，当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日か

ら３０日以内（送達を受けた日の翌日から起算します。）に，国を被告として（訴

訟において国を代表する者は法務大臣となります。），当該処分をした検察官が

所属する検察庁（水戸地方検察庁）の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなけ

ればなりません。


