
	 

	 行	 	 政	 	 関	 	 係	 	 

2014 年の刑法犯認知件数、121 万件余りで 12 年連続減少	 

フジテレビ系（FNN）	 1 月 9 日(金)	 

2014 年の 1 年間の刑法犯の認知件数は、121 万件余りで、12 年連続で減少したことがわ

かった。	 

時代の正体〈５２〉表現の「不自由」を考える（上）	 

カナロコ	 by	 神奈川新聞	 1 月 14 日(水)	 

	 首相の靖国神社参拝を批判した造形作品は美術館から撤去を求められ、女性器をかたど

ったアートを制作した芸術家は逮捕・起訴された。そうして見られる機会を奪われた作品

を集めた「表現の不自由展～消されたものたち」が１８日から都内で開かれる。	 

時代の正体〈５３〉表現の「不自由」を考える（下）	 

カナロコ	 by	 神奈川新聞	 1 月 15 日(木)	 

「ろくでなし子さんの件は海外ではあきれ笑われている。ある米国の学生は『完全男性優

位の社会を反映している』とコメントした。男性が女性の性秩序を守りたいのだろうと」

と話す宮下紘さん＝中央大学	 	 	 

わいせつ防止へ生徒とのＬＩＮＥ禁止	 埼玉県教委、若手教諭の指

導徹底へ	 産経新聞	 1 月 15 日(木)	 
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	 関根郁夫教育長は１４日、定例会見で「コミュニケーションツールの変化で生徒との関

係が周囲に見えづらくなっている。わいせつ不祥事は若手に多く、プロとしての対応を学

ぶ必要がある」と話し、年度初めの初任者研修や臨時任用者研修で指導を徹底する方針を

示した。	 

防犯情報、スマホに配信	 全国初、神奈川県警とヤフーが実証実験	 

産経新聞	 2 月 4 日(水)	 

	 スマートフォンのアプリを通じてより多くの人に不審者や犯罪などの情報を提供し、防

犯意識の向上につなげてもらおうと、県警が大手ＩＴ企業「ヤフー」と協力して実証実験

を開始した。	 

子どもの防犯対策、気をつける点 1 位「防犯ブザーすぐ出せるよう

に」	 

リセマム	 2 月 19 日(木)	 

子どもの防犯対策で気をつけているポイントに関するアンケート調査を実施。1 位は「防

犯ブザー、携帯電話をすぐ出せるところにつける」だった。	 

	 	 

	 事	 	 件	 	 関	 	 係	 	 

危険ドラッグで昨年４７人摘発	 無店舗型の流通ルート解明へ	 千

葉	 

産経新聞	 1 月 21 日(水)	 

	 県内の危険ドラッグ販売店は“ゼロ”になったが、インターネット上のサイトや無店舗

型の運び屋などの暗躍で、いまだに流通が続いているのが現状だ。今後はこうした流通ル

ートの解明が課題となる。	 

「わいせつ動画」で不倫継続迫る	 目黒年金事務所副所長を逮捕	 

スポーツ報知	 1 月 21 日(水)	 

	 交際中に撮影したわいせつな動画の公開をほのめかし、不倫相手の女性に関係を続ける

よう迫ったとして、警視庁久松署は２０日までに、強要未遂の疑いで日本年金機構目黒年

金事務所（東京都目黒区）の副所長・片岡伸児容疑者（５８）を逮捕した。	 

アマゾンを家宅捜索	 児童ポルノ販売知りつつ放置の疑い	 



朝日新聞デジタル	 1 月 24 日(土)	 

	 インターネットの通販サイトで子どものわいせつな写真集の販売を放置していたとして、

愛知県警が児童買春・児童ポルノ禁止法違反（販売幇助〈ほうじょ〉）の疑いで、ネット

通販大手のアマゾンジャパン（東京都目黒区）の本社や、関連会社「アマゾンジャパン・

ロジスティクス」の物流センター（千葉県市川市）を２３日に家宅捜索したことがわかっ

た。	 

わいせつ DVD	 押収 34 万枚、2 億円売り上げか	 

＠S［アットエス］	 by	 静岡新聞	 1 月 28 日(水)	 

	 無修正のわいせつ DVD をインターネットで大量販売したとして沼津署と県警保安課が摘

発した業者が、3 年間で 2 億円を売り上げたとみられることが 27 日までの捜査関係者への

取材で分かった。押収した DVD は県警の押収物として過去最多の約 34 万枚。全国的にもま

れに見る大量押収となった。	 

わいせつ行為撮影・動画保存容疑、男を再逮捕	 TBS 系（JNN）	 2 月 6 日(金)	 

	 わいせつな行為をしたうえ、その様子を撮影した動画や画像をパソコンのハードディス

クに保存し、児童ポルノを製造した疑いが持たれています。	 

デリヘルに１５歳少女を紹介	 容疑で建設作業員を逮捕	 	 

産経新聞	 2 月 13 日(金)	 

	 派遣型性風俗店（デリバリーヘルス）に１５歳の少女を紹介したとして、大阪府警生活

安全特捜隊は１２日、職業安定法違反（有害業務の紹介）容疑で、大阪府豊中市利倉西、

建築作業員、西村侑也容疑者（２４）を逮捕したと発表した。	 

「睡眠時の調査」のはずがネットに自分の「わいせつ動画」…女性

驚愕、被害１００人か	 産経新聞	 2 月 20 日(金)	 

千葉県警が摘発したのは、「睡眠時の血圧変化のモニターのアルバイト」として集めた

女性が眠っているところを狙ってわいせつ行為に及び、動画撮影を繰り返していたとみら

れる無職の男。県警では、被害者は１００人に上るとみている。	 

少女にわいせつ画像送らせた空士長を停職処分／空自熊谷基地	 

埼玉新聞	 2 月 23 日(月)	 

	 航空自衛隊熊谷基地は 23 日、18 歳未満の少女に対しわいせつな画像を撮影、送信させた

として、航空教育隊第 2 教育群に所属する 10 代の男性空士長を停職 5 日の処分にしたと発



表した。	 

児童ポルノ、ネットで公開＝容疑で大学生逮捕―警視庁	 

時事通信	 2 月 23 日(月)	 

	 ファイル共有ソフトを使って児童ポルノをインターネットで閲覧可能な状態にしたとし

て、警視庁武蔵野署は 23 日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反（公然陳列）容疑で、広

島市安佐北区可部東の大学生、道後進容疑者（20）を逮捕した。	 

	 イ	 ン	 タ	 ー	 ネ	 ッ	 ト	 関	 係	 	 

少女のわいせつ動画販売容疑で男を逮捕	 産経新聞	 1 月 22 日(木)	 

	 インターネット上で児童ポルノ動画を販売したとして、県警少年捜査課と熊谷署は２１

日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反（提供）などの疑いで、広島市安佐北区、会社員、

平田英之容疑者（３１）を逮捕した。 

「リツイート」で児童ポルノ	 男性を略式起訴	 

カナロコ	 by	 神奈川新聞	 1 月 23 日(金)	 

	 起訴状によると、男性は昨年３月、自宅でタブレット型情報端末を使い、ツイッターの

「リツイート」機能を用いて児童ポルノ画像１点を不特定多数のインターネット利用者に

閲覧できる状態にした、とされる。	 

女子中学生とわいせつ行為、２人逮捕	 日本テレビ系（NNN）	 2 月 4 日(水)	 

	 ツイッターで知り合った女子中学生とわいせつな行為をしたとして、会社員の男と男子

大学生が逮捕された。	 

ネガティブな情報を拡散、日本のモバイルネットワーク―中国紙	 

Record	 China	 2 月 6 日(金)	 

2015 年 2 月 3 日、南北に細長く、四方を海で囲まれているという日本の地理的特徴によ

って、日本は昔から、通信技術の現代化に力を入れてきた。そして、これにより、社会の

インタラクティブ性と国家の発展が促された。中国青年報が伝えた。	 

	 

詐欺組織が暗躍!?出会い系アプリにご用心	 web	 R25	 2 月 20 日(金)	 
サイト上で外部サイトの URL をクリックすると、有料サイトの入会料などの名目で金銭

を要求される表示が画面に現れます。ひと昔はパソコンが多かったのですが、スマホでも

被害が拡大しつつあるようです」	 

	 話	 	 	 	 	 題	 	 



１８歳未満働かせたＪＫリフレ店経営者ら労基法違反容疑で逮捕	 

産経新聞	 1 月 21 日	 

	 女子高生らが個室でマッサージする「ＪＫリフレ」で１８歳未満の少女を雇い、男性客

に体を触らせるなどさせていたとして、警視庁少年育成課は、労働基準法違反容疑で、東

京都新宿区の「高田馬場メイドリフレハニーキャンドル」経営、有元敬博（ありもと・た

かひろ）容疑者（４４）と、店長の鵜沢孝行（うざわ・たかゆき）容疑者（４４）を逮捕

した。同課によると、２人とも容疑を認めている。	 

中国の日本アニメ愛好誌、廃刊続々	 出版不許可“萌え”逆風	 

産経新聞	 2 月 5 日(木)	 

	 【上海＝河崎真澄】日本のアニメを愛好する中国の若者向け雑誌が相次ぎ廃刊に追い込

まれている。販売部数が約２０万部で人気トップだった月刊誌「動感新時代」が先月、創

刊から１２年目で“停刊”したことが分かった。販売部数減少が理由だが、関係者による

と、メディア当局に出版許可を取り消されたという。	 

＜危険ドラッグ＞意識障害など…特にあぶない２０種類	 

毎日新聞	 2 月 10 日(火)	 

	 危険ドラッグ吸引後の事故が相次いでいる問題で、大麻と似た成分を含む１０００種類

以上の危険ドラッグのうち、意識障害を引き起こすなど強い作用がある類似の２０種類で

事故が集中して起きていたことが京都大薬学研究科の金子周司教授の調査で分かった。事

故後に規制しても強さを維持したまま構造を少しだけ変えた「新種」が数カ月後には出回

るという。金子教授は「高度な専門性と組織性がなければ短期間で流通させることはでき

ない。規制前から次に流通させるものを取りそろえている可能性もある」としている。	 

NTT コムウェア、わいせつな画像を映倫規定に応じて識別できるシス

テム	 

マイナビニュース	 2 月 10 日(火)	 	 

NTT コムウェアは 2 月 9 日、SNS などに投稿される画像コンテンツからアダルトなどの不

適切なコンテンツを高精度に識別するシステムの開発に成功したと発表した。	 

	 

 

	 

万引防止シンポジウムに出席	 



	 １月２０日	 全国万引防止機構臨時総会・シンポジウム開催	 

	 主な内容	 

	 	 	 ○	 高齢者（６５歳以上）の万引の割合が全体の３割をこえ、青少年を上回る。	 

	 	 	 	 	 	 「いらっしゃいませ。有難うございました。」等の自然な挨拶によって相手

の存在を認識していることを積極的に伝えるとともに、自然な会話が交わされ

るよう明るい店づくりをおこなっていただきたい。	 

	 	 	 	 	 	 平成 22 年から始まっている全件警察へ届けることを徹底し、更に、被害者等

通知制度を使って、届けた案件がどのように処理されたかを確認することをお

願いしたい。	 

	 	 	 	 	 	 高齢者の万引犯罪にはマイバックを使用したケースも多いことから、マイバ

ック使用時のマナー等の普及啓発活動を行っていただきたい。	 

○	 防犯画像の取扱いについて、	 

防犯カメラに録画された犯人の画像を活用することについて、他の人権を侵害

するものでない限り、積極的に活用することが望ましい。 

お願い	 	 

	 店舗の所在地、電話番号、オーナーの変更等があったときは、早急に事務局まで電話ま

たはＦＡＸで連絡を下さい。	 

有害図書指定	 

	 毎月の有害図書指定については、当協会ＨＰをご覧ください。	 

次回理事会	 

	 3 月 19 日（木）	 当協会事務局内	 

事務局の活用	 	 

	 セルメディアネットワーク協会事務局では警視庁ＯＢ２名が会員の対応にあたっており

ます。業務上の相談や法的な解釈等気軽にご相談ください。また、皆様からのご意見を多

数お待ちしております。 


