
No. 被害者 加害者 求刑 死者数 罪名 裁判所 日付

3725 （長女・次女） 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 和歌山地裁 2017/12/25

3724 長女 父 裁判員 無罪 求刑懲役8年 1 傷害致死罪　（自白の信用性認めず） 奈良地裁 2017/12/21

3690 長男 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2017/11/21

3669 長女 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 東京地裁 2017/10/30

3665 長男・次男 母 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 2 殺人罪　（無理心中） 静岡地裁沼津支部 2017/10/24

3661 長女・長男 母 控訴棄却 懲役１２年 2 殺人罪 福岡高裁那覇支部 2017/10/19

3660 長女 母 控訴棄却 懲役４年 1 殺人罪 仙台高裁秋田支部 2017/10/17

3653 男児 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 保護責任者遺棄致死、死体遺棄罪 千葉地裁 2017/10/10

3652 男児 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 傷害致死ほう助、死体遺棄などの罪　（ほう助罪認定） 大阪地裁堺支部 2017/10/6

3652 男児 父 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 傷害致死、死体遺棄などの罪 大阪地裁堺支部 2017/10/6

3648 長女 母 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 福岡地裁小倉支部 2017/10/4

3638 長女 母 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 高知地裁 2017/9/25

3620 男児 母 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 1 殺人罪 山形地裁 2017/9/1

3616 三男 母 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 1 殺人罪 岐阜地裁 2017/8/8

3615 次女 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2017/8/2

3582 次女 母 裁判員 懲役１３年 求刑懲役13年 1 保護責任者遺棄致死などの罪 さいたま地裁 2017/6/15

3580 長男 養父 控訴棄却 懲役９年 1 傷害致死、監禁などの罪 大阪高裁 2017/6/13

3571 （三男） 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 仙台地裁 2017/5/31

3558 長男・妻 男 裁判員 懲役９年6月 求刑懲役11年 2 殺人、承諾殺人罪 宇都宮地裁 2017/4/28

3544 長男 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 大阪地裁 2017/3/24

3531 長女 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 宇都宮地裁 2017/3/16

長女・次男
（長男）

2被告 2被告

懲役９年 求刑懲役10年

3511 長女 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 千葉地裁 2017/3/3

3502 長男 父 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 1 傷害致死罪 千葉地裁 2017/2/16

まさかりの部屋　殺人事件・判例　親が子を死に至らしめた事件判例　（2005/10/3～2017/12/25）

刑罰

3530 母 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 2 殺人などの罪 横浜地裁小田原支部 2017/3/15

3526 長男 父・母 裁判員 1 保護責任者遺棄致死罪 広島地裁 2017/3/10



一審破棄
審理差戻し

3491 長男 養父 裁判員 懲役９年 求刑懲役13年 1 傷害致死などの罪 大阪地裁堺支部 2017/2/3

3490 長男・（長女） 父 控訴棄却 懲役３年 1 監禁致死などの罪 大阪高裁 2017/2/1

3475 長男・長女 父 控訴棄却 懲役１６年 2 殺人、傷害致死罪 東京高裁 2017/1/18

3474 長男 父 一審破棄 懲役１２年 一審懲役19年 1 保護責任者遺棄致死などの罪　（殺人罪不成立） 東京高裁 2017/1/13

3459 長女 母 裁判員 懲役７年 求刑懲役9年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2016/12/14

3448 長男 父 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2016/12/5

3420 長女 父 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 那覇地裁 2016/11/1

3412 次男 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 水戸地裁 2016/10/21

3411 長女 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 和歌山地裁 2016./10/21

3409 長女 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 さいたま地裁 2016/10/19

3406 娘2人 父 懲役３年（５） 求刑懲役3年 2 承諾殺人罪　（心神耗弱状態） 千葉地裁 2016/10/12

3398 長女 母 一審破棄 審理差戻し 一審無罪 1 保護責任者遺棄致死罪 大阪高裁 2016/9/28

3393 長男 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 甲府地裁 2016/9/15

3391 長男 父 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 監禁致死、監禁罪 奈良地裁 2016/9/15

3382 長女 母 再審 無罪 求刑無罪 1 殺人などの罪　（無期懲役確定、受刑） 大阪地裁 2016/8/10

T95 長女 父 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 1 殺人罪 札幌地裁 2016/7/15

3368 長男 父 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 宇都宮地裁 2016/7/14

2被告 2被告
懲役３年 求刑懲役7年

3366 妻・次女 男 一審破棄 審理差戻し 一審無罪 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 東京高裁 2016/7/14

3363 男児 母 控訴棄却 懲役３年 1 殺人罪 広島高裁 2016/7/7

3361 次女・三女 父 控訴棄却 懲役１５年 2 傷害致死罪 名古屋高裁 2016/7/5

3338 次男 父 控訴棄却 懲役４年 1 殺人罪 広島高裁松江支部 2016/6/10

3329 長男 父 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 宇都宮地裁 2016/6/3

3325 長女 父 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 山形地裁 2016/5/31

3324 長男・長女 父 裁判員 懲役１６年 求刑懲役25年 2 殺人、傷害致死罪 静岡地裁沼津支部 2016/5/31

3313 （長女） 母 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 殺人未遂、現住建造物等放火罪 前橋地裁 2016/5/19

3288 長男 母 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 東京地裁 2016/3/23

殺人、現住建造物等放火などの罪 最高裁第2小法廷 2017/2/10

3267 長女 父・母 裁判員 1 殺人罪 大阪地裁

3496 妻・次女 男 上告棄却 一審無罪 2

2016/7/14



3286 乳児 母 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 殺人、死体遺棄罪 さいたま地裁 2016/3/22

3285 妻・長女・義母 男 裁判員 懲役２７年 求刑無期 3 殺人、非現住建造物等放火、銃刀法違反罪 名古屋地裁岡崎支部 2016/3/22

3282 母 男 裁判員 懲役１０年 求刑懲役9年 1 殺人、現住建造物等放火罪 静岡地裁浜松支部 2016/3/18

3272 次男 母 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 1 監禁致死、死体遺棄罪 東京地裁 2016/3/11

3272 次男 父 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 監禁致死、死体遺棄罪 東京地裁 2016/3/11

3267 次女・三女 父 裁判員 懲役１５年 求刑懲役15年 2 傷害致死罪 名古屋地裁 2016/3/7

3260 男児 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人罪 山口地裁 2016/2/29

3259 長男 父 裁判員 無罪 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2016/2/26

3251 次男 母 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 1 殺人などの罪 広島地裁 2016/2/22

3246 長男 父 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2016/2/12

重過失致死罪
（保護責任者遺棄致死罪不成立）

3229 長女 父 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 傷害致死、傷害罪 鳥取地裁 2016/1/27

3228 妻・（息子2人） 男 裁判員 懲役１５年 求刑懲役16年 1 殺人、現住建造物等放火などの罪 徳島地裁 2016/1/26

3221 女児 母 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 松山地裁 2016/1/15

3207 息子2人 母 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 2 殺人罪 大津地裁 2015/12/15

3204 長女 母 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 1 殺人罪 松江地裁 2015/12/11

3203 長女・次女 母 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 2 殺人罪　（心神耗弱状態） 千葉地裁 2015/12/11

3191 長女 母 裁判員 無罪 求刑懲役6年 1 保護責任者遺棄致死罪 大阪地裁 2015/11/30

3185 長女 母 控訴棄却 懲役７年 1 殺人などの罪 東京高裁 2015/11/27

3181 次男 母 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 大阪地裁堺支部 2015/11/20

3170 長女 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 仙台地裁 2015/11/6

3168 （長男） 父 裁判員 懲役３年 0 殺人未遂罪 仙台地裁 2015/11/5

3163 長男 父 懲役６年 求刑懲役6年 1 自殺教唆、傷害罪 東京地裁立川支部 2015/10/29

3155 長男 父 裁判員 懲役４年 求刑懲役14年 1 殺人罪 和歌山地裁 2015/10/23

3154 長男 父 裁判員 懲役１９年 求刑懲役20年 1 殺人、詐欺罪 横浜地裁 2015/10/22

3137 次男 母 裁判員 懲役５年 求刑懲役5年 1 保護責任者遺棄致死罪 宮崎地裁 2015/9/18

3130 交際相手の長男 男 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死などの罪 静岡地裁沼津支部 2015/9/16

3125 長男 父 控訴棄却 懲役９年 1 傷害致死罪 大阪高裁 2015/9/4

3107 長女 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 和歌山地裁 2015/7/17

3231 女児 義父 裁判員 禁固１年6月（３） 求刑禁固3年 1 大阪地裁 2016/1/28



3099 女児 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪 岐阜地裁 2015/7/13

3097 女児 母 裁判員 懲役５年 求刑懲役6年 1 殺人、死体遺棄罪 岡山地裁 2015/7/10

3080 長女 母 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 高知地裁 2015/6/22

3078 （次男） 母 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 広島地裁 2015/6/18

3071 長女 母 裁判員 懲役７年 求刑懲役14年 1 殺人などの罪 千葉地裁 2015/6/12

3064 女児 母 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 1 殺人、死体遺棄罪 静岡地裁沼津支部 2015/5/29

3057 三男 母 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死、傷害罪 前橋地裁 2015/5/27

3052 長女 母 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 殺人罪 新潟地裁 2015/5/18

3029 長男 父 一審破棄 懲役８年 一審懲役15年 1 殺人罪　（無理心中認定） 福岡高裁 2015/3/26

殺人、現住建造物等放火などの罪
（別人放火の可能性）

3024 長男 母 裁判員 懲役５年 求刑懲役10年 1 殺人罪 水戸地裁 2015/3/20

3010 交際相手の長男 男 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 名古屋地裁岡崎支部 2015/3/13

2999 長女 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 札幌地裁 2015/3/2

2985 交際相手の長女 男 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 仙台地裁 2015/2/16

2980 長男 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 岡山地裁 2015/2/10

2958 四男 母 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2015/1/23

2949 長男 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 京都地裁 2014/12/22

2945 長男 母 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 神戸地裁 2014/12/18

2943 次女・長男 父 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 2 殺人罪 広島地裁 2014/12/18

2940 長男 父 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 和歌山地裁 2014/12/15

2937 次男 父 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 宇都宮地裁 2014/12/11

2930 （長男） 母 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪　（無理心中） 山形地裁 2014/12/5

2925 長女 父 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 東京地裁 2014/11/28

2922 長女 母 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 広島地裁 2014/11/21

2906 長男 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 山形地裁 2014/10/24

2896 妻・義母・長男 男 上告棄却 死刑 3 殺人、死体遺棄罪 最高裁第1小法廷 2014/10/16

2895 妻・長男 男 上告棄却 懲役２８年 2 殺人、傷害致死などの罪 最高裁第2小法廷 2014/10/15

2887 男児 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 殺人、死体遺棄罪 神戸地裁 2014/9/25

2880 男児 母 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 静岡地裁 2014/9/18

2 さいたま地裁 2015/3/233027 妻・次女 男 裁判員 無罪 求刑無期



2874 次男 父 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2014/9/16

2865 長女 母 裁判員 無罪 求刑懲役4年 1 殺人罪　（心神喪失状態） 大阪地裁 2014/9/3

2862 長男 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 前橋地裁 2014/8/29

一審二審 一審二審
破棄 懲役15年

一審二審 一審二審
破棄 懲役15年

2832 次女 母 裁判員 懲役７年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪 さいたま地裁 2014/7/4

2830 次男 母 裁判員 懲役７年 求刑懲役7年 1 殺人罪 広島地裁 2014/7/1

2822 女児 母 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 1 保護責任者遺棄致死などの罪 鹿児島地裁 2014/6/20

2811 三男 母 控訴棄却 懲役５年 1 保護責任者遺棄致死罪 大阪高裁 2014/6/3

2799 妻・長女・次女 男 上告棄却 無期懲役 3 殺人罪　（無理心中） 最高裁第2小法廷 2014/5/8

2796 長男 父 一審破棄 無罪 一審懲役15年 1 殺人罪 大阪高裁 2014/4/30

T85 三女 父 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 千葉地裁 2014/3/27

T83 長男 父 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪 那覇地裁 2014/3/5

T83 長男 母 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人罪 那覇地裁 2014/3/5

2753 次女 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 鳥取地裁 2014/3/10

2744 長男 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 福島地裁 2014/2/28

2743 長男 母 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 殺人罪　（無理心中） 大津地裁 2014/2/27

2737 長女 母 裁判員 懲役７年 求刑懲役12年 1 傷害致死、保護責任者遺棄罪 奈良地裁 2014/2/20

2734 里子 女 上告棄却 懲役９年 1 傷害致死罪 最高裁第1小法廷 2014/2/18

2723 次女 母 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 保護責任者遺棄致死罪 前橋地裁 2014/2/6

2717 長女 母 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪　（自首成立） 広島地裁 2014/1/28

2712 次女・（三女） 母 裁判員 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人、殺人未遂罪 札幌地裁 2014/1/24

T77 （次男） 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2013/12/26

2被告 2被告
懲役６年 求刑懲役7年

2694 長男 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 保護責任者遺棄致死罪 津地裁 2013/12/18

2688 妻・長女・次女 男 控訴棄却 無期懲役 3 殺人罪　（無理心中） 大阪高裁 2013/12/10

2672 長女 父 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 福井地裁 2013/11/18

2664 妻・長男 男 上告棄却 無期懲役 2 殺人罪 最高裁第1小法廷 2013/11/6

2846 三女 母 懲役８年 1 傷害致死罪 最高裁第1小法廷 2014/7/24

2846 三女 父 懲役１０年 1 傷害致死罪 最高裁第1小法廷 2014/7/24

大津地裁 2013/12/202697 長男 父・母 裁判員 1 殺人罪



2663 三男 母 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 保護責任者遺棄致死罪 大津地裁 2013/11/6

2656 （長女） 父 裁判員 懲役２年8月（５） 求刑懲役3年 0 殺人未遂罪 山形地裁 2013/10/30

2642 次男 母 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役7年 1 殺人罪 横浜地裁 2013/10/16

2631 女児 母 裁判員 懲役５年 求刑懲役10年 1 殺人、詐欺罪 大阪地裁 2013/10/4

2629 三男 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 傷害致死罪 東京地裁 2013/10/3

2608 長男 母 裁判員 懲役１１年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2013/8/29

2604 （長男） 母 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 大阪地裁 2013/8/2

殺人、傷害致死などの罪
（1人殺人罪不成立）

2582 妻・次女 男 裁判員 懲役２６年 求刑無期 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 札幌地裁 2013/7/11

2579 （長男） 母 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 鹿児島地裁 2013/7/5

2566 長男 母 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 大阪地裁堺支部 2013/6/21

2被告 2被告
懲役６年 求刑懲役6年

2529 長女 母 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 傷害致死などの罪 津地裁 2013/5/24

T68 （長男） 母 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪　（心神耗弱状態） 千葉地裁 2013/5/23

2511 長女 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人、非現住建造物等放火罪 大津地裁 2013/5/10

2502 （長女） 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 水戸地裁 2013/4/25

2501 （妻・長男） 男 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 0 殺人未遂、傷害罪 福島地裁郡山支部 2013/4/25

2493 （三男） 父 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 宮崎地裁 2013/4/22

2被告
懲役１５年

2472 里子 女 控訴棄却 懲役９年 1 傷害致死罪 東京高裁 2013/3/26

2468 女児 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役6年 1 殺人などの罪　（死体遺棄罪は免訴） 大阪地裁 2013/3/22

2461 長男 母 裁判員 懲役１３年 求刑懲役16年 1 殺人罪 大分地裁 2013/3/19

妻・長男
（長女）

2454 長男・次男・長女 母 裁判員 懲役２３年 求刑懲役25年 3 殺人罪　（無理心中） 鹿児島地裁 2013/3/15

2442 男児 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 名古屋地裁 2013/3/11

2407 長男 父 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 傷害致死などの罪 大阪地裁 2013/2/18

2405 女児 母 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 水戸地裁 2013/2/15

2589 妻・長男 男 裁判員 懲役２８年 求刑無期 2 大阪地裁 2013/7/17

2562 長女 父・母 裁判員 1 保護責任者遺棄致死罪 名古屋地裁岡崎支部 2013/6/17

傷害致死罪 大阪高裁 2013/4/11

2458 男 裁判員 懲役３０年 求刑無期 2 殺人、殺人未遂罪

2387 三女 父・母 控訴棄却 1

東京地裁立川支部 2013/3/18



2400 長女・次女 父 裁判員 懲役１６年 求刑懲役20年 2 殺人罪 水戸地裁 2013/2/8

2396 長男 母 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 山形地裁 2013/2/6

2389 長男 父 裁判員 無罪 求刑懲役4年 1 傷害致死罪　（正当防衛） 福岡地裁 2013/2/1

2374 夫・長女 女 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 2 殺人、承諾殺人罪 札幌地裁 2013/1/25

2357 （長男・次男） 母 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 0 殺人未遂、現住建造物等放火罪（無理心中） 岐阜地裁 2012/12/21

2354 女児 母 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 甲府地裁 2012/12/20

2353 長男 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪　（殺人罪不成立） 東京地裁 2012/12/20

2351 （長男・次男） 母 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪　（心神耗弱状態） さいたま地裁 2012/12/19

2350 （長男） 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 東京地裁 2012/12/18

2345 妻・長女・次女 男 裁判員 無期懲役 求刑無期 3 殺人罪　（無理心中） 大阪地裁 2012/12/17

2326 長女・長男 母 控訴棄却 懲役３０年 2 殺人罪 大阪高裁 2012/12/5

母・長男・長女
孫・孫

2313 長男 父 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪 長野地裁 2012/11/21

2301 長男 父 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 甲府地裁 2012/11/9

2295 長男 父 懲役１５年 求刑懲役15年 1 殺人罪 大阪地裁 2012/11/6

2288 長女 母 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 奈良地裁 2012/11/1

2272 妻・長男 男 控訴棄却 無期懲役 2 殺人罪 東京高裁 2012/10/18

2264 長男 母 懲役３年（３） 求刑懲役4年 1 承諾殺人罪 横浜地裁 2012/10/11

2255 次女 父 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 奈良地裁 2012/10/3

T55 三男 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 千葉地裁 2012/9/28

2251 乳児 母 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 東京地裁立川支部 2012/9/27

2244 妻・（長女） 男 裁判員 懲役１９年 求刑懲役25年 1 殺人などの罪 水戸地裁 2012/9/21

2243 長男 父 裁判員 懲役９年6月 求刑懲役12年 1 保護責任者遺棄致死などの罪 千葉地裁 2012/9/20

2240 長女 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪 津地裁 2012/9/14

2238 妻・長男 男 裁判員 懲役２６年 求刑懲役30年 2 殺人、死体遺棄罪 札幌地裁 2012/9/14

T54 （三男） 男 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2012/9/7

2226 次女 父 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2012/9/5

2224 長女・長男 母 控訴棄却 懲役５年 2 殺人罪 広島高裁 2012/9/4

T51 （女児） 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂、現住建造物等放火未遂罪 千葉地裁 2012/8/23

2324 男 上告棄却 無期懲役 （求刑死刑） 5 殺人などの罪 最高裁第1小法廷 2012/12/3



2被告 2被告

懲役６年 求刑懲役7年

2194 （長男） 母 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 富山地裁 2012/7/19

2189 長男 父 裁判員 懲役２年 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2012/7/17

2188 次女 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 1 傷害致死罪 熊本地裁 2012/7/17

2187 里子 女 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 東京地裁 2012/7/13

2176 （女児） 母 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2012/7/10

2175 長男 母 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 大分地裁 2012/7/10

2170 長女 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 奈良地裁 2012/7/6

2被告
懲役４年

2151 長男 母 裁判員 懲役９年 求刑懲役15年 1 殺人罪 神戸地裁 2012/6/25

2150 長女 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪 名古屋地裁岡崎支部 2012/6/22

T47 長女 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 千葉地裁 2012/6/8

2136 長男 父 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 青森地裁 2012/6/7

2119 長男 母 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 保護責任者遺棄致死などの罪 千葉地裁 2012/5/24

2106 次男 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役6年 1 殺人罪 横浜地裁 2012/5/14

2105 長女 父 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 山口地裁 2012/5/11

2102 妻・長男 男 裁判員 懲役２０年 求刑懲役25年 2 殺人、非現住建造物等放火罪 千葉地裁 2012/4/27

2094 長男 母 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2012/4/25

2086 （長男） 父 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂罪 奈良地裁 2012/4/13

2079 男児 義父 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2012/3/29

T44 妻・長男 男 裁判員 無期懲役 求刑無期 2 殺人罪 東京地裁 2012/3/27

2064 女児 母 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 長崎地裁 2012/3/22

2062 妻・義母・長男 男 控訴棄却 死刑 3 殺人、死体遺棄罪 福岡高裁宮崎支部 2012/3/22

2被告 2被告
懲役１５年 求刑懲役10年

2053 次女 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 盛岡地裁 2012/3/16

2048 長女・長男 母 裁判員 懲役３０年 求刑無期 2 殺人罪 大阪地裁 2012/3/16

2045 長男 母 控訴棄却 懲役２年6月 1 殺人罪 名古屋高裁 2012/3/14

2042 長女・長男 母 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 2 殺人罪 広島地裁 2012/3/14

2211 長女 父・母 裁判員 1 保護責任者遺棄致死罪 岡山地裁 2012/8/1

保護責任者遺棄致死罪 名古屋高裁金沢支部 2012/7/3

2059 三女 父・母 裁判員 1 傷害致死罪 大阪地裁

2163 長女 父・母 控訴棄却 1

2012/3/21



2037 長男 母 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 殺人罪 福岡地裁 2012/3/9

2011 母・娘2人 男 上告棄却 無罪 求刑死刑 3 殺人、現住建造物等放火、詐欺などの罪 最高裁第1小法廷 2012/2/22

1997 （乳児） 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 津地裁 2012/2/10

1990 長男 父 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪　（過剰防衛） 鹿児島地裁 2012/2/7

2被告 2被告
懲役４年 求刑懲役4年6月

1983 長男 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役8年 1 保護責任者遺棄致死罪 千葉地裁 2012/2/2

1978 妻・（長女） 男 裁判員 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人、殺人未遂罪　（心神耗弱状態） 札幌地裁 2012/1/27

1970 長女 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2012/1/26

1968 男児 母 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 監禁致死罪 横浜地裁 2012/1/25

1968 男児 父 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 監禁致死罪 横浜地裁 2012/1/25

1961 長男 母 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 殺人罪 釧路地裁 2012/1/19

1960 長男・（長女） 母 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 殺人、殺人未遂罪 東京地裁立川支部 2012/1/17

1955 次男 父 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 殺人罪 神戸地裁 2012/1/13

1948 乳児 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人などの罪 さいたま地裁 2011/12/22

1936 長男 父 裁判員 懲役４年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2011/12/16

1931 長女 母 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役3年 1 傷害致死罪 青森地裁 2011/12/15

1928 乳児 母 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 1 殺人、死体遺棄罪 山形地裁 2011/12/15

1920 長男 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役10年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 名古屋地裁 2011/12/9

1914 乳児 母 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 鳥取地裁 2011/12/8

1910 交際相手の長女 男 控訴棄却 懲役９年 1 傷害致死罪 名古屋高裁 2011/12/7

1907 長男 母 裁判員 懲役４年 求刑懲役5年 1 逮捕監禁致死罪 大阪地裁 2011/12/6

1904 長男 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 盛岡地裁 2011/12/2

1900 内妻の長女 男 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 広島地裁 2011/11/30

1895 長男 母 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 殺人罪 名古屋地裁 2011/11/28

1894 長女 母 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 1 逮捕監禁致死罪 岡山地裁 2011/11/25

1881 長女 父 裁判員 懲役１０年 求刑懲役12年 1 殺人罪　（無理心中） 静岡地裁浜松支部 2011/11/17

1859 長女 母 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 広島地裁 2011/10/26

1818 次男 父 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪 さいたま地裁 2011/9/16

1797 （長男） 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 仙台地裁 2011/9/7

1986 長女 父・母 裁判員 1 保護責任者遺棄致死罪 金沢地裁 2012/2/3



1794 長女 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 横浜地裁 2011/9/2

1764 次女 母 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 1 傷害致死罪 大津地裁 2011/7/15

1761 男児 母 上告棄却 懲役５年 1 傷害致死罪 最高裁第3小法廷 2011/7/14

1758 女児 義父 裁判員 懲役１０年 求刑懲役13年 1 傷害致死罪 広島地裁 2011/7/14

1756 長女・次女 父 上告棄却 懲役１７年 2 傷害致死などの罪 最高裁第1小法廷 2011/7/12

1754 長女 母 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 大阪地裁堺支部 2011/7/11

1742 （父・娘） 女 裁判員 懲役５年6月 求刑懲役7年 0 殺人未遂、現住建造物等放火罪 京都地裁 2011/6/30

1724 長男 父 裁判員 懲役１１年 求刑懲役15年 1 殺人罪 新潟地裁 2011/6/17

1718 （次女） 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 甲府地裁 2011/6/16

1710 長女 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 東京地裁立川支部 2011/6/10

1706 長男 父 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 秋田地裁 2011/6/10

1705 長女 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 横浜地裁 2011/6/10

1703 長女 継母 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 傷害致死、傷害罪 神戸地裁 2011/6/9

1683 長女 母 一審破棄 懲役４年 一審懲役6年 1 傷害致死などの罪 福岡高裁宮崎支部 2011/5/26

1672 次女 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役7年 1 殺人罪 神戸地裁 2011/5/20

1672 次女 母 裁判員 懲役４年 求刑懲役7年 1 殺人罪 神戸地裁 2011/5/20

1660 次女 父 懲役３年（５） 求刑懲役3年 1 承諾殺人罪 新潟地裁 2011/5/9

1639 女児 母 控訴棄却 懲役８年6月 1 保護責任者遺棄致死、死体遺棄罪 大阪高裁 2011/4/8

1634 交際相手の長女 男 裁判員 懲役９年 求刑懲役12年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2011/3/25

1620 長男 母 懲役８年 求刑懲役12年 1 殺人罪 福岡地裁 2011/3/18

1617 次女 母 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 監禁致死罪 横浜地裁 2011/3/15

1610 次女 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 保護責任者遺棄致死罪 長崎地裁 2011/3/10

1598 長男 父 裁判員 懲役９年6月 求刑懲役10年 1 保護責任者遺棄致死罪 奈良地裁 2011/3/3

1596 長女 母 裁判員 懲役７年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 静岡地裁沼津支部 2011/3/2

1589 妻・長男・長女 男 裁判員 無期懲役 求刑無期 3 殺人罪　（無理心中） 大阪地裁 2011/2/28

1575 長男 父 裁判員 懲役４年 求刑懲役8年 1 殺人罪 名古屋地裁 2011/2/21

1560 長男 母 裁判員 懲役９年6月 求刑懲役10年 1 保護責任者遺棄致死罪 奈良地裁 2011/2/10

1557 長男 父 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 水戸地裁 2011/2/8

1544 妻・長女 男 裁判員 懲役２５年 求刑懲役30年 2 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2011/1/31



1532 長女 母 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 福岡地裁 2011/1/21

1518 次男 父 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役10年 1 殺人罪　（自首認定） 横浜地裁 2010/12/24

1516 （息子） 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2010/12/22

1511 父・妻・長男 男 裁判員 懲役３０年 求刑無期 3 殺人罪　（無理心中） 秋田地裁 2010/12/21

1510 長女 母 裁判員 懲役６年 求刑懲役6年 1 傷害致死などの罪 宮崎地裁 2010/12/21

1501 長男 母 裁判員 懲役２年（３） 求刑懲役3年 1 殺人罪 大阪地裁 2010/12/14

1501 長男 父 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役7年 1 殺人罪 大阪地裁 2010/12/14

1492 （長男） 父 控訴棄却 懲役３年6月 0 殺人未遂罪 広島高裁松江支部 2010/12/10

1491 （長男） 父 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 福島地裁 2010/12/10

2被告 2被告
懲役３年（４） 求刑懲役3年

1481 新生児 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役5年 1 殺人罪 さいたま地裁 2010/12/9

1478 長男 母 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 名古屋地裁 2010/12/8

1474 妻・義母・長男 男 裁判員 死刑 求刑死刑 3 殺人、死体遺棄罪 宮崎地裁 2010/12/7

1468 （三男） 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 岐阜地裁 2010/12/2

1439 長男 父 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 殺人罪 松山地裁 2010/11/15

1423 長男 母 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪 神戸地裁姫路支部 2010/11/5

1416 妻・（息子） 男 裁判員 懲役１７年 求刑懲役20年 1 殺人、殺人未遂などの罪 千葉地裁 2010/10/29

1414 長男 父 裁判員 懲役８年 求刑懲役13年 1 殺人罪 水戸地裁 2010/10/29

1405 長男・次男 母 裁判員 懲役１３年 求刑懲役15年 2 殺人罪 福岡地裁 2010/10/28

1402 次男 母 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2010/10/27

1399 元妻の長女 男 裁判員 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 東京地裁 2010/10/26

1392 長女 父 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪 名古屋地裁 2010/10/22

1391 長男 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役10年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 静岡地裁 2010/10/21

1390 次男 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 高松地裁 2010/10/21

1389 （夫・長男） 女 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 殺人未遂罪 京都地裁 2010/10/20

1378 長男 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/10/14

1377 同居女性の長男 男 控訴棄却 懲役８年 1 傷害致死罪 札幌高裁 2010/10/14

1372 （長男） 母 裁判員 懲役４年 求刑懲役6年 0 殺人未遂、現住建造物等放火罪 長野地裁 2010/10/8

1361 長男 母 控訴棄却 懲役７年 1 監禁致死などの罪 東京高裁 2010/10/6

大阪地裁堺支部 2010/12/91485 （長女） 父・母 裁判員 0 殺人未遂罪



1356 男児 母 裁判員 懲役５年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 東京地裁 2010/10/4

1356 男児 継父 裁判員 懲役８年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 東京地裁 2010/10/4

元交際相手の
男児

1351 長男 母 裁判員 懲役７年 求刑懲役8年 1 殺人罪 福島地裁郡山支部 2010/9/30

1347 長男 父 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役6年 1 殺人罪 横浜地裁小田原支部 2010/9/24

1345 次女 母 裁判員 懲役３年 求刑懲役7年 1 殺人罪 神戸地裁 2010/9/21

1326 長男 父 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 奈良地裁 2010/9/14

1319 長男 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 長崎地裁 2010/9/9

1316 （長女） 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 神戸地裁姫路支部 2010/9/8

1310 長男 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役7年 1 殺人罪 神戸地裁 2010/9/6

1309 長女 母 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役4年 1 殺人罪 さいたま地裁 2010/9/6

1286 妻の女児 男 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 福岡地裁 2010/8/11

1277 内妻の女児 男 裁判員 懲役１２年 求刑懲役17年 1 保護責任者遺棄致死などの罪 大阪地裁 2010/8/2

1272 長男 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 さいたま地裁 2010/7/29

1263 長女 母 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 東京地裁 2010/7/23

1258 女児 母 裁判員 懲役８年6月 求刑懲役12年 1 保護責任者遺棄致死、死体遺棄罪 大阪地裁 2010/7/21

2被告 2被告
懲役３年（５） 求刑懲役6年

1251 長男・（次男） 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 傷害致死などの罪 岡山地裁 2010/7/16

1250 （長男） 父 裁判員 懲役３年6月 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 鳥取地裁 2010/7/16

1246 （長男） 父 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 新潟地裁 2010/7/15

1245 長女 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役10年 1 傷害致死罪　（殺人罪不成立） 東京地裁 2010/7/15

1237 （長男） 母 裁判員 懲役３年（４） 求刑懲役4年 0 殺人未遂罪　（心神耗弱状態） 宇都宮地裁 2010/7/9

1234 次男 母 裁判員 懲役６年6月 求刑懲役10年 1 殺人罪　（無理心中） 福岡地裁 2010/7/9

1231 （長男） 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役3年 0 殺人未遂罪 札幌地裁 2010/7/8

1186 （長男） 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/6/10

1185 （長男・長女） 父 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 前橋地裁 2010/6/10

2被告 2被告
懲役３年（５） 求刑懲役7年

1157 長男 母 裁判員 懲役２年6月 求刑懲役5年 1 保護責任者遺棄致死罪 秋田地裁 2010/5/21

1355 男 裁判員 懲役８年 求刑懲役12年 1 傷害致死などの罪 大阪地裁堺支部 2010/10/1

1252 長男 父・母 裁判員 1 保護責任者遺棄致死罪 福岡地裁 2010/7/16

千葉地裁 2010/5/261161 長男 父・母 裁判員 1 殺人罪　（過剰防衛）



1153 次男・妻 男 懲役６年 求刑懲役8年 2 嘱託殺人罪 名古屋地裁岡崎支部 2010/5/20

1152 四女 母 裁判員 懲役１０年 求刑懲役15年 1 傷害致死、傷害罪 京都地裁 2010/5/20

1136 （長男） 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 0 殺人未遂罪 千葉地裁 2010/4/23

1133 長男 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 東京地裁 2010/4/22

1113 長女 父 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 奈良地裁 2010/3/29

1112 長男 母 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 監禁致死などの罪 東京地裁 2010/3/26

1108 父・母・長男 女 無期懲役 求刑無期 3 殺人、現住建造物等放火の罪 さいたま地裁 2010/3/25

1104 長男 母 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神耗弱状態） 横浜地裁 2010/3/23

1086 長男 父 控訴棄却 懲役１２年 1 殺人などの罪 高松高裁 2010/3/18

1076 長男 父 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 千葉地裁 2010/3/12

1064 長男 父 裁判員 懲役４年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪 那覇地裁 2010/3/5

1064 長男 母 裁判員 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人罪 那覇地裁 2010/3/5

1051 長男 父 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2010/2/26

T01 （女児） 母 裁判員 懲役１年6月 求刑懲役3年 0 殺人未遂罪 札幌地裁 2010/2/18

1038 長男 父 裁判員 懲役１１年 求刑懲役12年 1 監禁致死などの罪 東京地裁 2010/2/18

2被告 2被告
懲役４年 求刑懲役5年

1009 長男 父 裁判員 懲役６年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 那覇地裁 2010/1/28

母・長男・長女
孫・孫

1002 長男 母 上告棄却 懲役４年6月 1 傷害致死などの罪 最高裁第1小法廷 2010/1/25

993 長男 母 裁判員 懲役６年 求刑懲役8年 1 逮捕監禁致死、死体遺棄罪 神戸地裁姫路支部 2010/1/18

990 長男 父 控訴棄却 懲役６年 1 殺人罪 福岡地裁 2010/1/15

971 長男 母 裁判員 懲役３年（５） 求刑懲役5年 1 殺人罪 京都地裁 2009/12/17

969 長男 父 裁判員 懲役５年 求刑懲役13年 1 殺人罪 佐賀地裁 2009/12/17

妻・長男
長男の妻・孫

一審無罪
（求刑死刑）

956 義理の息子 男 裁判員 懲役９年6月 求刑懲役10年 1 逮捕監禁致死、死体遺棄罪 神戸地裁姫路支部 2009/12/11

950 三男 父 控訴棄却 無期懲役 1 殺人、詐欺などの罪 福岡高裁 2009/12/10

1019 長男 父・母 裁判員 1 殺人罪 さいたま地裁 2010/2/1

殺人などの罪 名古屋高裁 2010/1/26

965 男 無期懲役 求刑無期 4 殺人などの罪

1003 男 控訴棄却 無期懲役 （求刑死刑） 5

千葉地裁 2009/12/16

959 母・娘2人 男 控訴棄却 無罪 3 殺人、現住建造物等放火、詐欺などの罪 広島高裁 2009/12/14



946 長男 父 裁判員 懲役７年 求刑懲役10年 1 殺人罪 和歌山地裁 2009/12/9

931 長男 父 裁判員 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人、死体損壊、死体遺棄罪 徳島地裁 2009/11/20

918 長男・妻 男 上告棄却 懲役７年 2 殺人、承諾殺人罪 最高裁第2小法廷 2009/11/5

898 長男 母 懲役４年6月 求刑懲役8年 1 殺人罪　（無理心中） 鳥取地裁 2009/10/15

889 次女 母 懲役３年（５） 求刑懲役4年 1 承諾殺人罪 福岡地裁久留米支部 2009/10/7

880 長男 母 懲役７年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 旭川地裁 2009/9/25

876 長男 父 裁判員 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人罪 福岡地裁 2009/9/18

832 次女 母 懲役３年（４） 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 名古屋地裁 2009/7/15

826 次女 母 懲役５年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 神戸地裁 2009/7/13

819 長男 母 懲役１０年 求刑懲役10年 1 殺人罪 福島地裁会津若松支部 2009/7/6

803 長男 母 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人罪 新潟地裁高田支部 2009/6/18

799 長男 父 懲役６年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 熊本地裁 2009/6/16

792 次男 母 懲役８年 求刑懲役13年 1 傷害致死などの罪 奈良地裁 2009/6/11

791 乳児 母 懲役６年 求刑懲役8年 1 殺人、死体遺棄罪 青森地裁 2009/6/10

790 次男 母 控訴棄却 懲役４年6月 1 傷害致死などの罪 広島高裁岡山支部 2009/6/10

776 長男・次男 母 懲役１０年 求刑懲役12年 2 殺人罪 横浜地裁 2009/5/26

770 娘・他1名 女 上告取下 無期懲役 2 殺人、死体遺棄罪 最高裁 2009/5/18

768 長女 母 懲役９年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 横浜地裁 2009/5/15

764 次男 父 懲役１２年 求刑懲役20年 1 傷害致死などの罪 奈良地裁 2009/5/12

732 娘・他1名 女 控訴棄却 無期懲役 （求刑死刑） 2 殺人、死体遺棄罪 仙台高裁 2009/3/25

696 長女 母 懲役４年 求刑懲役5年 1 殺人罪 津地裁 2009/2/10

693 三男 父 無期懲役 求刑無期 1 殺人、詐欺などの罪 長崎地裁 2009/2/6

長男・長女
他3名

676 次男 母 懲役４年6月 求刑懲役7年 1 傷害致死、暴行、保護責任者遺棄罪 岡山地裁 2009/1/9

673 長女 母 懲役４年 求刑懲役8年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2008/12/25

667 女児 母 懲役６年 求刑懲役8年 1 保護責任者遺棄致死罪 京都地裁 2008/12/16

646 長男 母 懲役３年（３） 求刑懲役5年 1 殺人罪 水戸地裁 2008/11/17

629 長女 母 懲役１２年 1 殺人罪 東京高裁 2008/10/23

594 妻・次女 父 無期懲役 求刑無期 2 殺人、現住建造物等放火などの罪 仙台地裁 2008/8/7

677 父 無期懲役 求刑死刑 5 殺人などの罪　（無理心中） 岐阜地裁 2009/1/13



581 次女 母 懲役２年6月 求刑懲役8年 1 殺人未遂罪 大津地裁 2008/7/15

577 長男 父 懲役３年 求刑懲役6年 1 傷害致死罪 大津地裁 2008/7/11

568 長女 父 懲役７年 求刑懲役10年 1 傷害致死罪 大阪地裁 2008/6/27

561 二男 母 懲役３年6月 求刑懲役5年 1 傷害致死罪 東京高裁 2008/6/11

529 長男 父 懲役４年6月 求刑懲役6年 1 殺人、殺人未遂罪（心神耗弱状態） 名古屋地裁 2008/4/10

523 二男 母 無罪 求刑懲役4年 1 傷害致死罪　（被告を犯人とするには疑問） 東京地裁 2008/4/3

523 二男 父 無罪 求刑懲役5年 1 傷害致死罪　（被告を犯人とするには疑問） 東京地裁 2008/4/3

501 男児 義父 懲役４年 求刑懲役7年 1 傷害致死罪 さいたま地裁 2008/3/13

445 長男 母 上告棄却 懲役１０年 1 殺人罪 最高裁第3小法廷 2007/12/27

432 次男 母 懲役１５年 求刑懲役20年 1 殺人、死体遺棄、保護責任者遺棄罪 札幌地裁室蘭支部 2007/12/17

424 男児 母 懲役４年6 求刑懲役6年 1 監禁致死、死体遺棄罪 大阪地裁 2007/12/3

424 男児 養父 懲役８年 求刑懲役10年 1 監禁致死、死体遺棄罪 大阪地裁 2007/12/3

413 長男・長女 母 懲役６年 求刑懲役7年 2 殺人罪　（心神耗弱状態） 奈良地裁 2007/11/19

410 養父・養母・長男 男 上告棄却 死刑 3 殺人などの罪 最高裁第1小法廷 2007/11/15

395 子2人 母 懲役１０年 求刑懲役13年 2 殺人などの罪 札幌地裁 2007/10/31

389 長男 母 無罪 求刑懲役5年 1 殺人罪　（心神喪失状態） 大津地裁 2007/10/26

373 長男 父 懲役１２年 求刑懲役18年 1 殺人、嘱託殺人罪 旭川地裁 2007/3/29

369 長男 父・女 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人未遂罪 大阪地裁堺支部 2007/3/26

296 長女 母 上告棄却 無期懲役 1 殺人、現住建造物放火などの罪 最高裁第２小法廷 2006/12/13

260 長男 母 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 大阪地裁堺支部 2006/10/12

231 長女 父・母 懲役４年 求刑懲役6年 1 殺人罪 名古屋地裁 2006/9/7

230 長男 母 懲役１３年 求刑懲役15年 1 殺人などの罪 東京地裁 2006/9/7

209 子2人 母 懲役１０年 - 2 殺人罪 仙台地裁 2006/7/21

170 長男 父 控訴棄却 懲役１４年 1 殺人未遂罪 大阪高裁 2006/5/23

157 女児 母・男 懲役８年 求刑懲役14年 1 殺人罪 さいたま地裁 2006/5/10

151 長女・長男 母 懲役１０年 求刑懲役12年 2 殺人罪 長野地裁松本支部 2006/4/25

111 長男 母 懲役４年 求刑懲役10年 1 殺人罪 横浜地裁川崎支部 2006/2/24

90 長男・二男 母 懲役８年 求刑懲役10年 2 殺人罪 前橋地裁高崎支部 2006/2/10

77 長女 母 懲役５年 求刑懲役8年 1 殺人未遂罪 さいたま地裁 2006/1/27



72 子２人 母 懲役１２年 2 殺人などの罪 最高裁第２小法廷 2006/1/25

56 長男 母 懲役６年 求刑懲役10年 1 殺人、殺人未遂罪 広島地裁 2005/12/26

19 長女 母 懲役１２年 求刑懲役15年 1 殺人罪 さいたま地裁 2005/10/12

16 長男 父 懲役１４年 求刑懲役15年 1 殺人未遂罪 大阪地裁堺支部 2005/10/3


