
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

理事長・年頭にあたってのご挨拶	 

	 
理事長	 望月元善	 

	 

皆様、新年明けましておめでとうございます。	 

昨年は、消費税増税の影響を受けて売り上げが低調に終始した店舗もございましたが、これに耐え、堅実な店舗

運営で乗り切られたところが大勢と思われます。	 

今年の見通しは決して甘くはありませんが、消費税再引き上げの延期もあり、デフレ脱却への出口が見え始めた

ことで、景気に手ごたえを感じているところもあるのではないでしょうか。また、昨年6月18日、児童ポルノ禁止

法案が可決され本年7月15日から施行されることになりました。当協会におきましては、様々な業界や行政機関等

との交流を図りつつ、アダルト関連業界の健全化に向けて努力する所存でございますので、会員各位のご協力とご

支援をお願い申し上げます。皆様方店舗の益々のご隆盛を、理事はじめ事務局員一同心より祈念しております。	 

	 

	 

行	 	 政	 	 関	 	 係	 	 

＜愛知県議会＞美術館写真展作品	 「わいせつ」めぐり論戦	 	 
毎日新聞	 12 月 9 日(火)	 

	 愛知県美術館で８～９月に開催された写真展に鷹野隆大さんが出品した男性性器が写っている作品をめぐり、県

警が「わいせつ」と指導し作品の一部が布や紙で覆われた問題が８日、愛知県議会１２月定例会の一般質問で取り

上げられた。	 

	 	 

子供の連れ去り・誘拐、増加傾向	 ９年ぶりに１００件	 	 
朝日新聞デジタル	 12 月 11 日(木)	 

	 わいせつ目的とみられるのは１００件中３０件。誘いの手口は、親が病気になったとうそをつく▽モデルになれ

ると誘う▽道をたずねる――といったものが多く、警察官を名乗ったケースもあった。	 

	 

警察官指導で護身術	 生駒・光明中で１年生に防犯教室	 
産経新聞	 12 月 25 日(木)	 

	 生駒市の市立光明中学校で生駒署員を講師に招き、１年生約１６０人を対象にした防犯教室が開かれた。実演を

交えた護身術が紹介され、生徒らはつかまれた手を振りほどく方法などを学んでいた。	 

	 

ハラスメントを一掃せよ！	 不祥事続きの大阪府警が新要綱運用	 
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産経新聞	 1 月 5 日(月)	 	 

	 あらゆるハラスメント（嫌がらせ）を一掃せよ－。大阪府警は、職場の嫌がらせ行為について被害相談や調査の

あり方を定めた「ハラスメント防止対策要綱」を策定し、新年から運用を始めた。相談窓口や対応の責任者、調査

の手続きを明文化し、被害を訴えやすい制度を整備した。府警では昨年、警察官がパワハラ・いじめを苦に自殺し

たり、警察学校の元教え子への強制わいせつ容疑で逮捕されたりする事案が発覚しており、反省の上に立って意識

改革も進めたい考えだ。	 

	 	 

昨年の刑法犯認知件数、戦後最少	 県内、5358 件に減少	 
山形新聞	 1 月 6 日(火)	 

	 

事      件      関      係 
 

ろくでなし子容疑者を再逮捕	 産経新聞	 12 月 4 日(木)	 
	 女性器の３Ｄデータを配布したなどとして、警視庁保安課は３日、わいせつ電磁的記録記録媒体頒布などの疑い

で、漫画家、「ろくでなし子」こと五十嵐恵容疑者（４２）＝東京都世田谷区野毛＝を再逮捕するとともに、女性

器の石膏（せっこう）型を展示したとして、わいせつ物公然陳列容疑で、作家でアダルトショップ経営、「北原み

のり」こと渡辺みのり容疑者（４４）＝文京区本駒込＝を逮捕した。	 

	 

祇園でストリップショー摘発	 京都府警、容疑で家宅捜索	 	 
京都新聞	 12 月 10 日(水)	 

	 	 

祇園ストリップショー	 新たにステージ運用役の５５歳男を逮捕	 	 
産経新聞	 12 月 16 日(火)	 

	 	 

わいせつ映像を客に撮影させる	 「JK ビジネス」経営者の男逮捕	 
フジテレビ系（FNN）	 12 月 7 日(日)	 

女子高校生のわいせつな映像を客に撮影させたとして、愛知・名古屋市のいわゆる「JK ビジネス」の経営者の男が

逮捕された。男は逮捕前、FNN の取材に対し、過激な裏メニューの存在を明かしていた。	 

	 

わいせつ動画配信	 元経営者有罪判決	 京都地裁	 産経新聞	 12 月 8 日(月)	 
	 インターネットの人気動画投稿サイト「ＦＣ２ライブ」で女性との性行為の動画を配信したとして、公然わいせ

つなどの罪に問われた大阪市の元ライブチャット配信業、松本隆志被告（３１）の判決公判が８日、京都地裁で開

かれ、市川太志裁判長は「犯行態様は巧妙かつ悪質」として懲役３年、執行猶予４年（求刑懲役３年）を言い渡し

た。	 

	 

イ   ン   タ   ー   ネ   ッ   ト   関   係 

「リツイート」で摘発、児童ポルノ以外でも？	 朝日新聞デジタル	 12 月 9 日(火)	 
	 ツイッター上に投稿された女児のわいせつな画像をリツイート（転載）した男を、神奈川県警が書類送検した事

件。投稿者だけでなく、他人の投稿を転載した者も刑事処罰の対象に含めようとする姿勢に、ユーザーらには衝撃

が走った。	 日本はこれまで児童ポルノへの規制が甘いとされ、「児童ポルノ大国」として批判されてきた。今年

の法改正で、個人の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノ画像を持つ「単純所持」も禁じて罰則を設けるなど、規

制強化の流れが続く。ただし、漫画やアニメは処罰の対象外だ。	 

	 

話               題 



地下鉄駅構内などで全裸写真を撮影	 サイト運営者ら送検／台湾	 
中央社フォーカス台湾	 12 月 4 日(木)	 

	 

エジプト警察、「同性愛」公衆浴場で 33 人逮捕	 ＡＦＰ＝時事	 12 月 9 日(火)	 	 
【AFP＝時事】エジプト警察は 7 日夜、首都カイロ（Cairo）の公衆浴場を強制捜索し、「淫蕩（いんとう）行為」

の容疑で 33 人を逮捕した。治安当局者が 8 日、明らかにした。同性愛者取り締まりの一環とみられる。	 

	 

AV 女優本から徹底分析！	 なぜ、AV 女優は大衆化したの？	 
ダ・ヴィンチニュース	 12 月 10 日(水)	 

■書き手の興味を惹きつける AV 業界という特殊な世界。	 

■供給過多でギャラが下がり続ける“セクシー女優”の実態	 

	 	 

「サイバーポルノの女王」の村、子供の性的虐待が家内産業に	 
Bloomberg	 12 月 24 日(水)	 

	 	 （ブルームバーグ）：フィリピンのイババオ村に向かう狭い道路沿いには、キャッサバケーキやロープ作り、

貝殻を使った宝飾品など伝統的な手工芸品を宣伝する看板が並んでいる。この地域でここ数年間行われてきた不健

全な商売の存在を感じさせる気配はない。その商売とは、児童ポルノだ。	 

裸の子供たちの写真は 50 ドル、ウェブカメラの前で裸を撮影する場合は 100 ドル、子供たちの性行為のライブ映

像は最高 500 ドル。子供たち、あるいは両親は、ショー１回につき 10－18 ドルを得ていた	 

	 

ジョン・ウォーターズ監督「ピンク・フラミンゴ」子ども版新作を発表	 
映画.com	 1 月 5 日(月)	 	 

	 ［映画.com	 ニュース］	 ジョン・ウォーターズ監督が、米ニューヨークのギャラリーで行う個展用に、1972 年

の自作「ピンク・フラミンゴ」をセルフリメイクしたビデオ作品を制作したことがわかった。	 

	 「キディー・フラミンゴ」は、「ピンク・フラミンゴ」からわいせつな要素を削除したうえで、基本的なストー

リーはそのままに、ディテールを子ども向けに変更している。	 
 
	 

	 

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。	 

次回理事会	 

	 １月１5 日（木）	 石川県研修会	 

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。	 


