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行	 	 政	 	 関	 	 係	 	 

過激化する「ＪＫ商法」	 刑事も憤る“まるで店舗型風俗店”	 
産経新聞	 11 月 8 日(土)	 

	 女子高生を売りにした新たな「ＪＫ（女子高生）」脱法風俗店が摘発された。警視庁が労働基準

法違反で摘発したのは東京・高田馬場にあった通称「ＪＫコミュニティー」店。「女子高生との会

話を楽しめる店」を表向きの看板に掲げていたが、メニューには「全身クンクン」「水着コスプレ」

といった会話とは縁遠い字面が並んだ。女子高生が個室で体臭を嗅がせるなどの“密着接待”に男

性客が群がり、店は大繁盛していたという。	 

性犯罪抑止、多彩な知識生かせ	 京都府警が研究会	 京都新聞	 11 月 16 日(日)	 
	 性犯罪などの対策に被害者学や地理学といった多角的な知識を取り入れようと、京都府警は１６

日、有識者でつくる犯罪抑止対策調査研究会を立ち上げ、京都市内のホテルで初会合を開いた。学

生が多いなど京都の実情を踏まえて学識者がまとめる提言を生かし、府警は有効な防犯対策を打ち

出す。	 

法律・条約駆け込み成立	 拉致被害者支援や危険ドラッグ	 
産経新聞	 11 月 20 日(木)	 

１９日に成立・承認した主な法律と条約（写真：産経新聞）	 	 

	 衆院解散を２１日に控え、１９日の参院本会議では、１１の法律と１条約が続々と可決し、成

立・承認された。	 

	 中国漁船によるサンゴ密漁問題を受けた外国船サンゴ密漁対策法は、領海内での違法操業に４０

０万円、排他的経済水域（ＥＥＺ）での無許可操業に１千万円をそれぞれ上限としていた罰金を、

ともに３千万円に引き上げる。	 

	 北朝鮮による拉致被害者の新たな帰国に備える改正拉致被害者支援法は、現行で１０年が限度に

なっている給付金支給期間を１５年まで延長できる制度にし、老後の生活安定のため被害者本人と

配偶者のいずれかが６０歳以上になった夫婦を対象に老齢給付金を毎月支給する制度も創設する。	 

	 元交際相手らがわいせつ画像をインターネット上に流出させる「リベンジ（復讐（ふくしゅう））

ポルノ」に対する防止法や、空き家対策の特別措置法、販売規制を強化する危険ドラッグ法、国際

テロ組織による金融取引を規制する国際テロリスト財産凍結特別措置法も成立した。	 

	 一方、地方創生関連法案は１９日の参院地方創生特別委員会で、与党と次世代の党の賛成で可決

した。２１日の参院本会議で成立する見通しだ。	 



家庭内で起きている児童への「性虐待」  ⼤大⼈人たちは「⼦子どものサイン」に気

づけるか？  
弁護⼠士ドットコム  11 ⽉月 26 ⽇日(⽔水)    

⼦子どもの虐待問題を研究している⼭山本恒雄さんは、⼦子どもの性被害の実態を語った。    

「⼦子どもの性被害は⽔水⾯面下で進⾏行行しやすい。⼦子どもがぽろっと発したサインに⼤大⼈人が気づき、早期

に調査・保護することが求められます」と語った。  

●親密さと性暴暴⼒力力が⼊入り混じって進⾏行行  

●信頼できる⼤大⼈人に「性被害」をほのめかす⼦子ども  

●早い時期に「調査・保護」することが⼤大切切  
	 

事      件      関      係 

	 

「販売者は検挙されました」海賊版わいせつＤＶＤ購入者に警告メール	 
産経新聞	 11 月 1 日(土)	 

	 「販売者は警察に検挙されました」。海賊版ＤＶＤの購入希望者に対し、警察が警告メールを送

信する珍しい試みを、大阪府警泉佐野署が始めた。過去に検挙した違法業者のメールアドレスを利

用したもので、同署は「購入者は値段の安さから違法ＤＶＤだと分かっているはず。注文はやめて」

としている。	 

児童買春容疑で２０歳の専門学校生逮捕	 TBS 系（JNN）	 11 月 6 日(木)	 
	 中学３年の女子生徒に対する児童買春の疑いで、埼玉県東松山市の専門学校生、天野静也容疑者

（２０）が警視庁に逮捕されました。	 

	 わいせつ動画をネット公開	 奈良・元葛城市議に有罪判決	 	 
産経新聞	 11 月 12 日(水)	 

	 女子高生とわいせつな行為をした上、撮影した動画をインターネット上に公開したとして、児童

買春・児童ポルノ禁止法違反罪などに問われた奈良県葛城市疋田、元葛城市議、吉武昭博被告（２

８）の判決公判が１２日、奈良地裁葛城支部であった。五十嵐常之裁判長は「利欲的かつ身勝手な

動機に酌量の余地はない」として、懲役２年６月、執行猶予４年（求刑懲役２年６月）を言い渡し

た。	 

	 ＜集団強姦致傷＞出会い系で女性狙い	 ＬＩＮＥ仲間３人逮捕	 
毎日新聞	 11 月 28 日(金)	 

	 出会い系サイトで知り合った女性に集団で性的暴行を加えたとして、愛知県警一宮署などは２７

日、同県豊田市住吉町、岩月亮治容疑者（２６）ら会社員の男３人を集団強姦（ごうかん）致傷の

疑いなどで逮捕したと発表した。	 

	 

イ   ン   タ   ー   ネ   ッ   ト   関   係 



「クリスタル」「アイス」は覚醒剤…密売情報ランキングサイト異例の

摘発	 
産経新聞	 11 月 12 日(水)	 

	 インターネットサイトで違法薬物の密売情報を人気ランキング順に紹介し、覚醒剤の密売を助け

たとして、兵庫県警は１２日、麻薬特例法違反（あおりや唆し）幇助（ほうじょ）容疑で、東京都

渋谷区の自称会社経営、山口隆史容疑者（４０）を逮捕したと発表した。	 

「自分たちの性行為みてほしかった」わいせつ動画公開の男女を逮捕	 
産経新聞	 11 月 19 日(水)	 

	 自分たちの性行為の動画をインターネット上に公開したとして、京都府警八幡署は１９日、わい

せつ電磁的記録媒体陳列の疑いで、大阪市大正区の無職男（５２）と、看護師の内縁の妻（３６）

を逮捕した。	 

児童ポルノをリツイート、なぜ処罰？	 拡散する現状とは	 
朝日新聞デジタル	 11 月 21 日(金)	 

	 ツイッター上に投稿された児童のわいせつな画像をリツイート（転載）したとして、神奈川県警

少年捜査課と大船署が児童買春・児童ポルノ法違反などの疑いで全国で初めて書類送検した事件。

投稿者だけでなく転載者まで処罰対象にする姿勢を示し、児童ポルノ画像の拡散を防ぐ狙いがある。	 

	 

話               題 

国家は、なぜ性表現を規制？表現の自由の危機？警察は珍妙な指導、最

高裁判断とズレも	 Business	 Journal	 11 月 4 日(火)	 
（1）5 月、東京都は、漫画『妹ぱらだいす！2』（KADOKAWA）について、描写の過激さではなく近

親相姦を賛美・誇張していることを理由に、都青少年条例の定める「不健全図書」に指定。これを

受けて KADOKAWA は同書を自主回収した。	 

（2）7 月、警視庁は「女性器」をテーマに創作活動を続ける、漫画家・美術家のろくでなし子氏を

逮捕。自身の性器の 3D データ（このデータを 3D プリンターに取り込むと、形状を再現できる）を

支援者に配布した疑い。	 

（3）8 月、愛知県警が、愛知県美術館に展示中の写真家・鷹野隆大氏作品の男性の性器が写った写

真をわいせつ物であるとの理由で撤去を求める。結局、性器の部分を薄い布や紙で覆うなどして展

示することになった。  
障害者への虐待 2280 件＝家族からが 8 割―厚労省調査	 
時事通信	 11 月 25 日(火)	 

	 厚生労働省は 25 日、2013 年度に市町村などが把握した障害者への虐待件数が 2280 件だったとす

る調査結果を公表した。家族ら「養護者」による虐待が全体の 8 割近くを占めた。被害を受けた障

害者は 2659 人。死亡した例も 3 件 3 人あった。	 

	 

 

法令を遵守して健全な店舗運営	 	 

・	 適正な比率の順守について、売り場面積並びに商品数で対応するようにしてください。	 



・	 古物営業許可証の店内掲示については、店内レジ等の見易い位置に掲示してください。また、

帳簿等への記載はお客様の身元をよく確認して取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、

住所、職業、氏名、年齢を記載し３年間保管してください。	 

店舗警備体制の強化	 

	 年末には特に犯罪が多く発生しております。店舗における万引き、強盗など後が絶えません。こ

うした状況におきましては防犯カメラの活用とともに非常ベル・刺股・催涙スプレー・カラーボー

ル等の活用と日頃からの訓練や警察との連携を心掛けましょう。	 

次回理事会	 

	 １２月１８日（木）	 16：00～18：00	 当協会事務局内会議室	 

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。	 


