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岡山県警とヤフー連携で防犯情報配信

関

係

凶悪犯逃走など緊急に注意

を喚起
山陽新聞デジタル 10 月 18 日(火)
岡山県警は 17 日、インターネット検索大手のヤフー（東京）と連携した防犯情報の提供サ
ービスを始めた。幅広く利用されている同社のスマートフォン用アプリなどを活用して凶悪
犯の逃走、ひったくり事件の続発といった緊急に注意喚起するべき情報を配信し、県民の安
全確保につなげる狙い。中四国地方では初の取り組み。
活用するのは地震、台風といった災害速報を配信するスマホ・タブレット端末向け無料ア
プリ「Yahoo！防災速報」と、同様の情報をメールで送るサービス「防災速報メール版」。
提供する情報は(1)声かけ・不審者(2)わいせつ関係(3)ひったくり(4)強盗(5)通り魔(6)侵
入盗や特殊詐欺などの「その他注意情報」―の 6 種類。配信は、緊急性が高いと県警が判断
したケースに限る。
利用にはアプリのダウンロードまたはメールアドレスの登録が必要。市区町村別に最大 3
カ所の情報を得ることができ、使用端末の衛星利用測位システム（GPS）機能と連動させれば、
未設定でも自動受信する。
県警生活安全企画課によると、防犯情報の提供サービスは「ももくん・ももかちゃん安心
メール」があり、利用者は 2 万 3 千人。ヤフーの防災速報で県内の市区町村を設定している
人は 9 万 6 千人に上るといい「多様なチャンネルで注意喚起し、県民の命と財産を守りたい」
としている。
ヤフーと連携した情報提供は、岡山以外では神奈川、埼玉、京都など 8 府県が行っている。
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「５千円でデートします」ＳＮＳ書き込み見つけ女子高生に連絡し買

春、大阪府立高教諭を逮捕

奈良県警

産経新聞 9 月 28 日(水)

女子高生にみだらな行為をして現金を渡したとして、奈良県警香芝署などは２７日、児童
買春・児童ポルノ禁止法違反（買春）容疑で、大阪府立高校教諭の男（２６）を逮捕した。
「行為はしたが現金を渡す約束はしていない」と容疑を一部否認しているという。
逮捕容疑は、５月５日午後３時半～同４時４０分、大阪市内のカラオケ店で奈良県内在住
の県立高校１年の女子生徒（１５）が１８歳未満と知りながら、現金を渡す約束をしてみだ
らな行為をしたとしている。
同署によると、男はＳＮＳで「５千円でデートします」との書き込みを見つけて女子高生
に連絡、５千円を渡して犯行に及んだという。

教師たちの BL 事件簿

仮面をかぶった男たちの情欲が止まらな

い
週刊女性 PRIME 9 月 29 日(木)
事件があった立命館守山高校では文化祭の準備がすすめられていた
勉強の相談をするうちに徐々に距離を縮めていった
滋賀・守山市にある私立立命館守山高等学校の元国語教師・中川剛容疑者（29）が 9 月 20
日、県の青少年健全育成条例違反の疑いで、同県警大津署に逮捕された。
同容疑者は、今年 3 月 28 日から 4 月 2 日までの間、2 度にわたり草津市内にある容疑者宅
で、教え子の男子生徒（当時 17）に、18 歳未満の青少年と知りながらわいせつ行為をした疑
い。
男性教師が女生徒にわいせつ行為を迫る。女性教師が男子生徒と不適切な関係を結ぶ。か
つて「スクールセクハラ」といえば、そのような問題で占められていたが、最近増えている
のが、男性教師による男子生徒に対するわいせつ行為。冒頭の滋賀のケースも、男子生徒が
男性教師のボーイズラブの犠牲になったものだ。

「着エロ」４容疑者逮捕、県内初適用
毎日新聞 2016 年 9 月 29 日

／神奈川

地方版

少女に露出の多い水着などを着せた「着（ちゃく）エロ」と呼ばれるＤＶＤを販売目的で
製造したとして、県警少年捜査課と鶴見署は２８日、東京都内のＤＶＤなど製作・販売会社
取締役、林高弘容疑者（５１）＝東京都府中市天神町＝ら男４人を、児童ポルノ禁止法違反
（製造）容疑で逮捕したと発表した。

「着エロ」はポルノ性の認定が難しく、２０１４年７月に改正児童買春・ポルノ禁止法が
施行されてからも立件できたケースは少ない。同課によると、法改正後に「着エロ」の児童
ポルノ製造規定が適用されたのは、県内初だという。
他に逮捕されたのは同社社員１人、フリーカメラマン１人、都内モデルプロダクション経
営、中川雅雄容疑者（４７）＝東京都世田谷区等々力。
逮捕容疑は２０１５年７月２５〜２６日、沖縄県宜野湾市のスタジオなどで、当時小学６
年の女子児童（１２）に極小の水着などを着用させて撮影し、着エロＤＶＤを製造したなど
としている。
同課によると、女子児童が出演したＤＶＤはネット通販や書店などで売られたという。女
子児童は中川容疑者経営のプロダクションにモデルとして所属し、水着などの撮影を「やめ
たい」とプロダクション側に相談していた。４人は「児童ポルノにあたるとの認識はなかっ
た」などと容疑を否認しているという。

女子高生を買春疑い

宮城の中学校長を逮捕

河北新報 10 月 6 日(木)

岩手県警は 5 日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、宮城県気仙沼市笹が陣、同市松
岩中校長菅原進容疑者（56）を逮捕した。
逮捕容疑は 8 月下旬、岩手県内の宿泊施設で、県央部の 10 代の女子高校生が 18 歳未満と
知りながら、現金数万円を渡して性的行為をした疑い。県警によると、容疑を認めている。
女子高生が 8 月下旬、盛岡西署に相談して発覚した。2 人は会員制交流サイト（SNS）を通
じて知り合ったという。
気仙沼市教委によると、菅原容疑者は勤続 35 年で同市と石巻市の小学校で校長を務め、今
年 4 月に松岩中に着任した。2009、10 の両年度は市教委副参事として教員指導を担当した。
同中は 5 日午後、臨時の全校集会を開き、校長の不祥事を生徒に説明した。
宮城県内の公立校で本年度、わいせつ行為や飲酒運転などで懲戒処分を受けた教職員は 10
人。うち 4 人が免職となった。県教委は 9 月 13 日、県立高校長らを集めた緊急会議で綱紀粛
正を呼び掛けたばかりだった。
高橋仁教育長は「学校運営の責任者として言語道断な行為で極めて遺憾。事実関係を確認
し、厳正に対処する」との談話を出した。

子どもの性被害防止で活動の男、買春容疑で逮捕

中学校で講演も

埼玉新聞 10 月 6 日(木)
中学 3 年の女子生徒（15）とわいせつな行為をしたとして、警視庁石神井署は 6 日までに、
児童買春・ポルノ禁止法違反（買春）の疑いで、埼玉県さいたま市大宮区上小町、会社役員
の男（35）を逮捕した。
児童買春・ポルノ禁止法違違反（買春）容疑で逮捕された男（35）は情報化社会の脅威か
ら学校や子どもを守るサービスを提供する会社「ISTE」をことし 6 月に設立。同社ホームペ

ージによると、男は 2000 年に埼玉の県立高校を卒業、県内の大学に進学し、04 年から 06 年
まで、県内の小学校教諭として教壇に立っていた。
06 年に退職後は IT 業界に転職。都内の学校などで教員向けの IT 機器活用の研修の講師や、
生徒向けの情報モラル講座の講師を務めていたという。
男はさいたま市内でもインターネット利用に関して注意喚起を促す講演を行っていた。市
教育委員会によると、昨年 10 月とことし 9 月の 2 回、市内の中学校で生徒と保護者に向け、
インターネットに潜む危険と予防を呼び掛けていたという。

ＡＶ撮影に女優派遣した疑い

芸能プロ社長ら書類送検

産経新聞 10 月 4 日
所属女優を、性行為が含まれるアダルトビデオ（ＡＶ）の撮影に派遣したとして、警視庁
保安課は４日、労働者派遣法違反容疑で、東京都渋谷区の芸能プロダクション「バンビ・プ
ロモーション」の男性社長（４９）＝世田谷区＝ら１２人と、同社を含むプロダクション６
社を書類送検した。
他に書類送検されたのは、渋谷区の「Ｆ２Ｆ
ア」「ＡＲＴＥ

Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ」「ディクレ

Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ」、新宿区の「オールプランニング」「ＣＬ

ＡＰ」と、各社の社長やマネジャーら。
送検容疑は平成２５年９月３０日と１０月１日、労働者派遣事業の許可を得ていない上、
それぞれの芸能プロに当時所属していた２０代の女優計６人を撮影業者に派遣し、相模原市
緑区で性行為を含むＡＶに出演させたとしている。１回の撮影につき、撮影業者が各芸能プ
ロに約７０万円を支払い、女優はその半分程度を出演料として受け取っていたという。

「ロリコンＡＶ参考に」小学生５人の体触る
歳契約社員を逮捕

大阪府警、容疑の３７

産経新聞 10 月 20 日(木)

小学校低学年の女児の体を触るわいせつ行為を繰り返したとして、大阪府警捜査１課は２
０日、強制わいせつ容疑などで、神奈川県小田原市前川、契約社員、佐々木晃介容疑者（３
７）を逮捕・送検し、６人の女児への被害を裏付けて捜査を終えたと発表した。
同課によると、佐々木容疑者は下校途中の制服姿の女児を狙って尾行。自宅マンションに
入ったところで「おじちゃん、ちょっと変なことするけどごめんな。お母さんに言ったら、
えらいことになるで」などと声をかけて階段の踊り場に連れて行き、わいせつな行為を繰り
返していたという。
佐々木容疑者は「ロリコン系のアダルトビデオを見て参考にした」と踊り場を選んだ経緯
を説明。「２０代のころ、本で裸を見て小学校低学年の女児への性欲に目覚めた」と供述し
ているという。

送検容疑は、昨年１０月～今年７月、府内の複数のマンションで、６～９歳の女児６人に
わいせつな行為をするなどしたとしている。６人のうち１人は逃げ出して被害はなかった。

性被害根絶訴えていた会社社長、少女買春の罪で起訴
TBS 系（JNN） 10 月 26 日(水)
中学３年の女子生徒に現金を渡す約束をしてわいせつな行為をしたとして警視庁に逮捕さ
れた教育コンサルタント会社の社長の男が、起訴されました。
起訴されたのは、教育コンサルタント会社社長・平川貴之被告（３５）です。起訴状など
によりますと、平川被告は先月４日、東京・練馬区にあるホテルで、中学３年の女子生徒（１
５）が１８歳未満であることを知りながら、現金４万円を渡す約束をしてわいせつな行為を
した罪に問われています。
東京地検は平川被告の認否を明らかにしていませんが、平川被告は、少女とわいせつな行
為に及んだ後、金を渡さずに立ち去ったということです。
平川被告は、インターネットなどをきっかけとした少女の性被害の根絶を訴える講演会を
開くなど、啓発活動を行っていました。

苫小牧市議を逮捕＝中 3 買春容疑―北海道警
時事通信 10 月 25 日(火)
中学 3 年の女子生徒を買春したとして、北海道警本別署は 25 日、児童買春・ポルノ禁止法
違反容疑で苫小牧市議矢農誠容疑者（37）＝同市北栄町＝を逮捕した。
「援助交際はしたが 18 歳未満と思わなかった」などと容疑を一部否認しているという。
逮捕容疑は昨年 12 月 26 日、札幌市のホテルで、ツイッターを通じ知り合った当時中 3 で
15 歳だった女子生徒に現金を渡す約束をし、わいせつな行為をした疑い。
同署によると、生徒は 5000 円を受け取ったと話しているという。別の買春事件を捜査する
中で同容疑者が浮上した。
同容疑者は無所属で当選 3 回。

相撲大会などで児童ポルノ撮影容疑

小学校講師ら逮捕

朝日新聞デジタル 10/28(金)
小中学生の男児にわいせつ行為をした様子を撮影したなどとして、大阪府警が大阪市立小
学校の元教諭尾山典由（のりゆき、３５）＝静岡県磐田市＝と岐阜県垂井町立小学校講師の
藤本徳晃（のりあき、３３）＝同県関ケ原町＝の両容疑者を、児童買春・児童ポルノ禁止法
違反（製造）などの疑いで逮捕したことが府警への取材でわかった。２人とも「性的対象だ
った」と容疑を認めているという。
少年課によると、尾山容疑者は２０１３年、宮崎県で当時１５歳の少年と性的行為をした
様子を撮影、藤本容疑者は滋賀県内の相撲大会会場で７～１０歳の男児３人の着替えを撮影

し、画像を尾山容疑者に渡した疑いなどがある。２人の勤務先の小学校での被害は確認され
ていないという。尾山容疑者は１４年１２月、「自己都合」を理由に退職した。
両容疑者はネットの交流サイトで知り合い、撮影した画像を交換。家宅捜索では尾山容疑
者宅から約３万点、藤本容疑者宅から約２万３千点の男児の画像や動画が見つかったという。
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CBC テレビ 9 月 28 日(水)

児童ポルノの写真集をインターネット上で販売していたとして、愛知県警は、愛媛県と東
京都に住む無職の男２人を逮捕しました。
逮捕されたのは。愛媛県松山市の無職・神野朝則容疑者（64）と東京都町田市の無職・大
川健雄容疑者（54）です。
警察の調べによりますと、２人は去年、神野容疑者が運営する違法な商品を扱う会員制の
インターネットサイトで、児童ポルノの写真集を北海道や佐賀県などの男性３人に対し、合
わせて約９万円で販売した児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。
別の事件で逮捕された男が、このサイトから写真集を購入していたことから、神野容疑者
が浮上しました。
２人は、「生活費に当てるために販売した」などと、容疑を認めているということです。
このサイトには、全国に７０人余りの会員がいるということで、警察は購入者についても
調べを進めています。

また自衛官逮捕 “リベンジポルノ“ 15 歳少女の裸や氏名ネットに 北
海道千歳基地

北海道文化放送 9 月 28 日(水)

またしても、自衛隊員が逮捕されました。15 歳の少女の裸の写真をネット上に載せたとし
て、航空自衛隊千歳基地の 22 歳の自衛官が逮捕されました。
児童ポルノ法違反などの疑いで逮捕されたのは、航空自衛隊千歳基地所属の石岡龍容疑者
(22)です。
石岡容疑者は、6 月から 2 回にわたり、インターネットに愛媛県に住む 15 歳の少女の顔が
映った裸の写真を名前や住所とともに掲載した疑いが持たれています。
調べに対し石岡容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。
逮捕した愛媛県警は余罪などについて、追及しています。
千歳基地の安藤忠司司令は「誠に遺憾。規律違反の発生防止に万全を期したい」とコメン
トしています。

ネットで複数人物装い、女子高生から裸画像
日本テレビ系（NNN） 9 月 29 日(木)
インターネット上で複数の人物になりすまし、女子高校生に裸の画像をメールで送らせた
として、男が逮捕された。
警視庁によると、児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕された川名啓正容疑者（２９）
は今年５月、ネットの掲示板で知り合った女子高校生（１５）に、裸の画像３枚を送らせた
疑いなどがもたれている。
川名容疑者は去年１１月に掲示板で女になりすまして女子高校生と知り合い、「男を紹介
する」などと言い、今度は男として女子高校生と連絡をとり、「警察、学校に連絡する」「裸
の写真を送れ」などと脅していたという。
川名容疑者の携帯電話からは他にも約５０枚の女性の裸の画像が見つかっているが、調べ
に対し「１８歳未満とは知らなかった」などと容疑を一部否認しているという。

佐賀署サイバー補導で買春摘発

少女と援交の男逮捕

佐賀新聞 10 月 4 日(火)
インターネット上で援助交際を持ち掛ける少女に、身分を隠した警察官が接触を図る「サ
イバー補導」をきっかけに、佐賀署は 3 日、児童買春・ポルノ禁止法違反（買春）の疑いで、
多久市の男を逮捕した。サイバー補導を端緒にした佐賀県警による摘発は初めて。
逮捕されたのは多久市東多久町別府の 20 代建設作業員。
逮捕容疑は 7 月 24 日の昼ごろ、県内の高校生女子（15）に現金 1 万円を渡し、佐賀市内の
大型商業施設に止めた軽自動車内で、みだらな行為をした疑い。容疑を認めているという。
佐賀署によると、2 人は 7 月中旬、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合ったという。
女子生徒の「プチで 1 万」などの書き込みを見て、連絡を取ったとみている。「プチ」は性
交渉を伴わない「プチ援助交際」の隠語だという。
捜査員が、このサイトの利用者を装って女子生徒と接触し、犯行が分かった。
サイバー補導は全国の警察で 2013 年 10 月から取り組み、昨年は計 666 人が補導された。
県警は今回の女子生徒を含めて 2 人を補導している。

＜盗撮サイト＞運営会社を摘発

役員十数人逮捕

福岡県警

毎日新聞 10 月 19 日(水)
トイレで女性を盗撮した動画などをインターネット上で有料配信していたサイト運営会社
の役員ら十数人が、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管容疑などで福岡県警などに逮捕さ
れていたことが捜査関係者への取材で分かった。同社はネット上で盗撮動画などを買い取っ
たとみられ、県警は性的な画像の無断公表を禁じるリベンジポルノ防止法違反容疑で提供者
も逮捕して全容解明を進める。盗撮動画サイトの運営側を検挙するのは異例。

捜査関係者などによると、役員らは今年８月、沖縄県宜野湾市の会社事務所のコンピュー
ターに有償で配信する目的でわいせつな動画を保管したなどとされる。県警が同月、事務所
を家宅捜索し、動画などを押収して役員らを逮捕した。一部は既に起訴されており、数人は
リベンジポルノ防止法違反（公表）で追起訴されている。
同社が運営に関わったとみられるサイトは複数あり、海外のサーバーを通して動画を配信
したとみられる。米ドルで月額料金を支払った会員がダウンロードでき、動画の中には福岡
市の商業施設のトイレなどで盗撮したとみられる映像もあった。サイトには「芸能人」とし
て顔の一部にモザイクをかけた女性の盗撮画像がアップされていた。サイトには、利用者か
ら盗撮動画などを買い取るページもあり、動画を同社に売ったとみられる３０代の男もリベ
ンジポルノ防止法違反（公表目的提供）容疑で逮捕、起訴されている。【平川昌範】
【ことば】リベンジポルノ防止法
元交際相手の裸など個人的に撮影した画像や動画を報復のためにインターネットに流出さ
せる行為を防ぐため、２０１４年１１月に施行された。正式名称は「私事性的画像記録の提
供等による被害の防止に関する法律」。
面識のない相手を盗撮した性的な写真や映像を公表した場合も適用でき、被写体が特定で
きれば３年以下の懲役または５０万円以下の罰金、公表させる目的で第三者に提供すれば１
年以下の懲役または３０万円以下の罰金が科される。

＜盗撮サイト＞少なくとも５サイトで動画１万４０００本配信
毎日新聞 10 月 20 日(木)
女性の盗撮動画などをインターネットで有料配信するサイト運営会社の役員らが逮捕され
た事件で、同社が運営する少なくとも五つのサイトで計約１万４０００本の動画を配信して
いたことが関係者への取材で分かった。このうち「盗撮」とジャンル分けされた動画だけで
約４０００本に上る。福岡県警によると、同社は２０１４年以降約２年半で視聴者らから約
１０億円を集めていたとみられ、福岡、沖縄両県警は動画の入手経路や集金システムなどを
調べている。
福岡県警は１９日、サイトの実質的運営者でクレジット決済代行業、森本憲被告（４９）
＝沖縄県宜野湾市宇地泊（うちどまり）＝ら１７人をわいせつ電磁的記録有償頒布目的保管
やリベンジポルノ防止法違反などの容疑で逮捕したと発表。このうちコールセンターオペレ
ーター、山本雄一郎被告（３４）＝福岡市中央区港１＝ら２人は盗撮動画を提供したとして
逮捕している。１７人のうち１５人が既に起訴され、１人が不起訴になっている。
起訴状によると、８月１日、宜野湾市の事務所内のコンピューターにわいせつな動画を有
料配信する目的で保管した他、昨年８月、福岡市内で盗撮された２０代女性の画像を本人が
特定できる形でサイトで公表したなどとされる。県警は認否を明らかにしていない。
福岡県警などによると、１５年７月に２０代女性から「盗撮された画像が配信されている」
と相談があり、捜査を始めた。今年８月に宜野湾市のサイト運営会社事務所など１９カ所を

家宅捜索し、わいせつ動画を保管したハードディスクなど約８００点を押収した。
同社は１４年から「盗撮」「素人無修正」などテーマごとに複数のサイトを次々と開設。
トイレなどで盗撮するなどしたわいせつ動画をスウェーデンのサーバーを通して有料配信し
ていた。サイトでは盗撮などによるわいせつ動画の「高額買い取り」を呼びかけるページも
あり、個人で撮影した動画も買い取っていたとみられる。【平川昌範】
◇「海外経由」と従業員に安心感

福岡地裁公判

盗撮サイト運営会社に勤務し、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪に問われた従業員
３人の初公判が１９日、福岡地裁（田口直樹裁判官）であり、同社役員らが「海外サーバー
を通しているので大丈夫」などと説明し、わいせつ動画の配信作業をさせていた実態が明ら
かになった。
検察側の冒頭陳述などによると、３人は沖縄県内の求人情報誌などを見て同社に就職。当
初は「ウェブ制作会社」などと説明されていたが、無修正のわいせつ動画を扱わされたため、
同社役員らに違法性などを尋ねると、「捕まるとしても上の人間だけ」などと言われ、月給
２０万円ほどで動画のアップロードなどを続けたという。
３人のうち２人の公判は即日結審し、執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。

話

題

第 17 回 通常総会のお知らせ
平成２８年１０月 20 日（木） 第 17 回通常総会が無事終了しました。

総会次第

・開会の辞
・理事長のあいさつ
・議長選出
・議題
（1）平成 27 年度 事業報告及び収支決算
（2）平成 28 年度 事業計画及び収支予算

・役員退任
・新役員選出
・新理事長挨拶（丸野理事長）
・閉会の辞
総会では望月理事長が退任され、新理事長に丸野映が就任しました。今後ともよろしくお願い致します。

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。
事務局の活用
セルメディアネットワーク協会ではデータサービスを今年５月から開始し売り上げランキ
ング等の活用により、正確な店舗情報をお伝えしております。
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。法律・業務上の相談や要望等お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。
通常総会
理事会

１1 月 17 日（木）16：00～

協会事務局

