
No. 求刑 罪名 裁判所 日付

1634 差戻し審 罰金30万円 求刑罰金50万円 宮崎県迷惑行為防止条例違反（盗撮）罪 宮崎地裁 2017/3/9

1628 略式命令 罰金20万円 東京都迷惑行為防止条例違反（盗撮）罪 長崎簡裁 2017/1/25

1624 無罪 求刑罰金50万円 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者証言に勘違いの可能性） 東京地裁 2017/1/11

1618 略式命令 罰金60万円 北海道青少年健全育成条例違反（淫行）罪 札幌簡裁 2016/12/9

1616 略式命令 罰金30万円 福岡県青少年健全育成条例違反（淫行）罪 小倉簡裁 2016/12/2

1614 無罪 求刑懲役2年 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者証言の信用性に疑い） 大阪地裁 2016/11/15

1611 一審破棄 無罪 一審罰金50万円 兵庫県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（目撃証言に勘違いの可能性） 大阪高裁 2016/11/2

1610 略式命令 罰金30万円 京都府迷惑行為防止条例違反（盗撮）罪 向日町簡裁 2016/11/1

1605 懲役6月（３） 求刑懲役6月 福岡県迷惑防止条例違反（ひわいな行為）罪 福岡地裁久留米支部 2016/9/29

1601 略式命令 罰金40万円 大阪府迷惑行為防止条例違反（盗撮）罪 大阪簡裁 2016/9/15

1596 略式命令 罰金30万円 京都府迷惑行為防止条例違反（盗撮）罪 京都簡裁 2016/8/19

1593 略式命令 罰金100万円 徳島県迷惑行為防止条例違反（盗撮）罪 徳島簡裁 2016/7/29

b40 略式命令 罰金50万円 千葉県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 千葉簡裁 2016/7/13

1581 無罪 求刑懲役4月 兵庫県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者証言の信用性に疑い） 神戸地裁 2016/6/20

1579 略式命令 罰金50万円 栃木県迷惑行為防止条例違反（盗撮）罪 栃木簡裁 2016/6/13

1578 略式命令 罰金40万円 佐賀県迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪 佐賀簡裁 2016/6/10

1569 略式命令 罰金30万円 佐賀県迷惑行為防止条例違反（盗撮）罪 佐賀簡裁 2016/5/6

1550 一審破棄 審理差戻し 一審罰金50万円 宮崎県迷惑行為防止条例違反（盗撮）罪　（立証不十分） 福岡高裁宮崎支部 2016/2/25

1526 一審破棄 無罪 一審罰金30万円 埼玉県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者証言信用できない） 東京高裁 2015/11/26

1525 上告棄却 懲役4月（３） 福岡県迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪 最高裁第3小法廷 2015/11/26

1524 略式命令 罰金50万円 兵庫県迷惑行為防止条例違反（盗撮、卑わいな言動）罪 神戸簡裁 2015/11/19

1523 略式命令 罰金30万円 和歌山県迷惑行為防止条例違反（盗撮、卑わいな言動）罪 和歌山簡裁 2015/10/30

b39 略式命令 罰金50万円 滋賀県青少年健全育成条例違反（淫行）の罪 大津簡裁 2015/10/15

1513 略式命令 罰金30万円 石川県迷惑行為防止条例違反（卑わいな行為等の禁止）罪 金沢簡裁 2015/9/17

1509 略式命令 罰金50万円 福岡県青少年健全育成条例違反罪 小倉簡裁 2015/9/4

1508 略式命令 罰金30万円 東京都迷惑防止条例違反（盗撮）罪 東京簡裁 2015/9/1

1491 略式命令 罰金40万円 和歌山県迷惑防止条例違反（盗撮、卑わいな言動）罪 和歌山簡裁 2015/4/22

まさかりの部屋　性犯罪・判例　淫行、痴漢、盗撮行為での各都道府県条例違反の罪の場合　（2005/10/6～2017/3/9）

判決



罰金30万円

科料9900円

1474 無罪 求刑罰金50万円 さいたま県迷惑防止条例違反（痴漢）罪 さいたま地裁 2015/2/9

1469 略式命令 罰金40万円 兵庫県青少年愛護条例違反（わいせつ行為）罪 大阪簡裁 2015/1/14

1468 無罪 求刑懲役4月 千葉県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者の説明曖昧） 千葉地裁 2015/1/14

1466 罰金50万円 求刑罰金50万円 沖縄県青少年保護育成条例違反（淫行）罪 那覇地裁 2015/1/7

1459 無罪 求刑罰金30万円 京都府迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪 京都地裁 2014/12/8

1456 控訴棄却 罰金50万円 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）罪 東京高裁 2014/11/28

1453 一審破棄 懲役4月（３） 一審無罪 福岡県迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪 福岡高裁 2014/11/21

1451 略式命令 罰金15万円 神奈川県迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪 小田原簡裁 2014/11/18

1450 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 神奈川県迷惑行為防止条例違反（盗撮）、住居侵入罪 横浜地裁 2014/11/17

1442 略式命令 罰金30万円 新潟県青少年健全育成条例違反（淫行）罪 新潟簡裁 2014/10/14

1437 懲役１年2月 求刑懲役2年 兵庫県青少年愛護条例違反（淫行）などの罪 神戸地裁 2014/10/1

1432 一審破棄 無罪 一審罰金30万円 神奈川県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者証言の信用性に疑い） 東京高裁 2014/9/18

1427 一審破棄 懲役１年（３） 一審無罪 兵庫県青少年愛護条例違反（わいせつ行為）罪 大阪高裁 2014/8/28

1425 無罪 求刑罰金15万円 埼玉県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（心神喪失状態） さいたま地裁 2014/8/19

1424 懲役8月 求刑懲役1年 福岡県迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪 福岡地裁 2014/7/31

1420 略式命令 罰金30万円 山梨県青少年保護育成条例違反（淫行）罪 甲府簡裁 2014/7/28

1416 一審破棄 無罪 一審罰金40万円 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者供述に疑問点） 東京高裁 2014/7/15

1400 罰金50万円 求刑罰金50万円 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）罪 東京地裁 2014/4/30

1398 略式命令 罰金30万円 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）罪 大阪簡裁 2014/4/3

1394 無罪 求刑懲役1年 京都府迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（被害者証言信用できず） 京都地裁 2014/3/19

1393 無罪 求刑罰金50万円 兵庫県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（目撃証言信用できず） 神戸地裁尼崎支部 2014/3/18

1390 略式命令 罰金50万円 東京都青少年健全育成条例違反（淫行）罪 岐阜簡裁 2014/3/5

1387 懲役１年（３） 求刑懲役1年 静岡県迷惑防止条例違反（盗撮）罪 静岡地裁浜松支部 2014/2/18

1378 無罪 求刑懲役4月 福岡県迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪　（被害者供述信用できず） 福岡地裁小倉支部 2014/1/14

1364 略式命令 罰金30万円 愛媛県迷惑防止条例違反（盗撮）罪 松山簡裁 2013/10/11

1362 上告棄却 懲役6月（３） 愛知県青少年保護育成条例違反（淫行）罪 最高裁第1小法廷 2013/10/7

1360 懲役３年（５） 求刑懲役5年 東京都青少年健全育成条例違反などの罪 （自殺ほう助は無罪） 静岡地裁沼津支部 2013/10/1

1490 略式命令 和歌山県迷惑防止条例違反（盗撮）、軽犯罪法違反罪 和歌山簡裁 2015/4/10



1350 略式命令 罰金30万円 和歌山県迷惑防止条例違反（卑わいな行為の禁止）罪 和歌山簡裁 2013/7/29

1349 一審破棄 無罪 一審罰金40万円 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）罪 東京高裁 2013/7/25

1343 懲役8月（５） 求刑懲役8月 兵庫県迷惑防止条例違反（盗撮）罪 神戸地裁 2013/7/9

1342 控訴棄却 懲役6月（３） 愛知県青少年保護育成条例違反（淫行）罪 名古屋高裁 2012/7/9

1334 無罪 求刑罰金50万円 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）罪 大阪地裁 2013/6/19

1320 略式命令 罰金20万円 神奈川県迷惑行為防止条例違反（盗撮）罪 横須賀簡裁 2013/6/7

1308 懲役１年（３） 求刑懲役1年 公務員職権乱用、大阪府迷惑防止条例違反（盗撮）罪 大阪地裁 2013/5/9

1288 略式命令 罰金20万円 山梨県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）罪 甲府簡裁 2013/3/14

1274 無罪 求刑懲役1年 兵庫県青少年愛護条例違反（わいせつ行為）罪 神戸地裁 2013/2/27

1271 略式命令 罰金30万円 新潟県迷惑行為等防止条例違反（痴漢）罪 新潟簡裁 2013/2/22

1267 略式命令 罰金30万円 神奈川県迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪 横須賀簡裁 2013/2/19

1266 懲役6月（３） 求刑懲役6月 愛知県青少年保護育成条例違反（わいせつ行為）罪 名古屋地裁 2013/2/18

1220 略式命令 罰金20万円 静岡県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 静岡簡裁 2012/11/13

b31 略式命令 罰金20万円 神奈川県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 保土ケ谷簡裁 2012/10/31

1212 罰金40万円 求刑罰金50万円 京都府迷惑行為等防止条例違反（痴漢）の罪 京都地裁 2012/10/29

b29 略式命令 罰金20万円 秋田県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 秋田簡裁 2012/10/26

b28 略式命令 罰金50万円 静岡県迷惑行為等防止条例違反（痴漢）の罪 静岡簡裁 2012/10/23

1205 略式命令 罰金40万円 鹿児島県青少年保護育成条例違反（わいせつ行為）罪 名瀬簡裁 2012/10/19

1202 無罪 求刑罰金50万円 神奈川県迷惑行為防止条例違反（痴漢）罪 横浜地裁 2012/10/19

b27 略式命令 罰金30万円 京都府迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 京都簡裁 2012/10/12

b26 略式命令 罰金30万円 福岡県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 福岡簡裁 2012/9/24

1186 無罪 求刑懲役4月 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 東京地裁 2012/9/20

1184 懲役10月（３） 求刑懲役10月 愛媛県青少年保護条例違反（わいせつ行為）罪 松山地裁 2012/9/13

b25 略式命令 罰金30万円 愛知県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 半田簡裁 2012/9/10

1181 略式命令 罰金50万円 大阪府迷惑防止条例違反（盗撮）罪 大阪簡裁 2012/9/10

1178 略式命令 罰金50万円 長野県迷惑防止条例違反（卑わいな言動）罪 長野簡裁 2012/9/5

1177 無罪 神奈川県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 横浜地裁 2012/8/31

1165 懲役6月（３） 求刑懲役6月 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 大阪地裁堺支部 2012/7/27

1149 一審破棄 無罪 一審懲役6月（３） 神奈川県迷惑防止条例違反（痴漢）などの罪 東京高裁 2012/7/5



1140 略式命令 罰金30万円 愛媛県迷惑行為防止条例違反（盗撮）罪 松山簡裁 2012/6/19

1135 控訴棄却 懲役4月（３） 栃木県迷惑防止条例違反（痴漢）罪 東京高裁 2012/6/13

b24 略式命令 罰金40万円 静岡県迷惑行為等防止条例違反（痴漢）の罪 静岡簡裁 2012/5/25

1122 略式命令 罰金50万円 大阪府迷惑行為防止条例違反（卑わいな言動）罪 大阪簡裁 2012/5/23

b23 略式命令 罰金30万円 兵庫県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 神戸簡裁 2012/5/22

1121 略式命令 罰金50万円 徳島県迷惑行為防止条例違反（盗撮）罪 徳島簡裁 2012/5/18

1115 略式命令 罰金20万円 北海道青少年健全育成条例違反（淫行）ほう助罪 札幌簡裁 2012/5/11

1115 略式命令 罰金40万円 北海道青少年健全育成条例違反（淫行）罪 札幌簡裁 2012/5/11

b22 略式命令 罰金30万円 石川県迷惑防止条例違反（卑わいな言動）罪 金沢簡裁 2012/4/27

1111 一審破棄 無罪 一審懲役4月（３） 神奈川県迷惑防止条例違反（痴漢）罪 東京高裁 2012/4/26

b21 無罪 求刑懲役6月 宮崎県迷惑防止条例違反（卑わいな行為）罪 宮崎地裁 2012/4/19

b20 略式命令 罰金20万円 神奈川県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 小田原簡裁 2012/4/6

1101 罰金50万円 求刑罰金50万円 滋賀県迷惑防止条例違反（痴漢）罪 大津地裁 2012/3/29

1100 懲役10月（４） 求刑懲役10月 東京都迷惑防止条例違反（常習卑猥行為）罪 東京地裁立川支部 2012/3/27

1095 略式命令 罰金10万円 岡山県迷惑防止条例違反（痴漢）罪 岡山簡裁 2012/3/23

b18 略式命令 罰金30万円 和歌山県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 和歌山簡裁 2012/3/5

1079 略式命令 罰金30万円 宮崎県迷惑防止条例違反（盗撮）罪 宮崎簡裁 2012/3/2

1075 略式命令 罰金20万円 福岡県迷惑防止条例違反（盗撮）罪 久留米簡裁 2012/2/29

1072 略式命令 罰金15万円 秋田県迷惑防止条例違反（盗撮）罪 秋田簡裁 2012/2/27

1071 懲役4月（３） 求刑懲役4月 栃木県迷惑防止条例違反（痴漢）罪 宇都宮地裁 2012/2/27

b16 略式命令 罰金30万円 北海道迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 静内簡裁 2012/2/21

1065 無罪 求刑罰金50万円 愛知県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（客観的証拠に乏しい） 名古屋地裁 2012/2/21

1062 略式命令 罰金50万円 静岡県迷惑防止条例違反（盗撮）罪 浜松簡裁 2012/2/16

1055 略式命令 罰金40万円 奈良県迷惑行為防止条例違反（盗撮）罪 奈良簡裁 2012/2/9

1051 略式命令 罰金20万円 神奈川県迷惑行為防止条例違反（卑わい行為）罪 横浜簡裁 2012/1/31

1034 略式命令 罰金40万円 東京都迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 東京簡裁 2011/12/22

1031 略式命令 罰金30万円 神奈川県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 横浜簡裁 2011/12/22

b15 略式命令 罰金20万円 兵庫県迷惑行為等防止条例違反（痴漢）の罪 神戸簡裁 2011/12/9

1021 略式命令 罰金10万円 岡山県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 岡山簡裁 2011/12/9



1019 略式命令 罰金50万円 愛知県青少年保護育成条例違反（淫行）罪 豊橋簡裁 2011/12/9

1003 無罪 求刑罰金30万円 兵庫県迷惑防止条例違反（痴漢）罪　（証言の信用性に疑問） 神戸地裁 2011/11/15

b14 略式命令 罰金20万円 山梨県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 甲府簡裁 2011/11/12

1002 略式命令 罰金20万円 大分県迷惑行為防止条例違反（痴漢）の罪 大分簡裁 2011/11/11

一審無罪

求刑懲役6月

b13 略式命令 罰金20万円 大分県青少年健全育成条例違反（わいせつ行為）罪 大分簡裁 2011/11/8

b12 略式命令 罰金20万円 広島県迷惑防止条例違反（ひわいな行為）の罪 広島簡裁 2011/10/18

b11 略式命令 罰金100万円 東京都迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 立川簡裁 2011/10/6

b10 略式命令 罰金30万円 奈良県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 奈良簡裁 2011/10/4

990 略式命令 罰金30万円 神奈川県迷惑防止条例違反（盗撮）罪 川崎簡裁 2011/10/3

985 罰金30万円 求刑罰金30万円 建造物侵入、香川県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 高松簡裁 2011/9/20

984 略式命令 罰金30万円 千葉県迷惑防止条例違反（盗撮）罪 千葉簡裁 2011/9/20

976 略式命令 罰金30万円 宮崎県迷惑防止条例違反（ひわいな行為の禁止）の罪 宮崎簡裁 2011/9/13

963 略式命令 罰金20万円 宮崎県迷惑防止条例違反罪（盗撮） 都城簡裁 2011/8/22

962 略式命令 罰金20万円 山形県迷惑防止条例違反罪（盗撮） 酒田簡裁 2011/8/16

961 略式命令 罰金30万円 愛知県迷惑防止条例違反罪（盗撮） 豊橋簡裁 2011/8/3

955 略式命令 罰金40万円 神奈川県迷惑防止条例違反罪（盗撮） 横浜簡裁 2011/7/22

b09 罰金50万円 求刑懲役4月 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 大阪地裁 2011/7/20

b08 略式命令 罰金30万円 福岡県迷惑行為等防止条例違反（盗撮）の罪 福岡簡裁 2011/7/17

947 略式命令 罰金30万円 茨城県迷惑防止条例違反罪（盗撮） 土浦簡裁 2011/7/8

933 略式命令 罰金30万円 広島県迷惑防止条例違反罪（盗撮） 広島簡裁 2011/6/13

928 略式命令 罰金30万円 宮崎県迷惑防止条例違反（ひわいな行為）罪 都城簡裁 2011/6/3

一審無罪

（求刑罰金30万円）

917 略式命令 罰金30万円 北海道迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 札幌簡裁 2011/5/12

893 略式命令 罰金30万円 兵庫県迷惑行為防止条例違反の罪（盗撮） 神戸簡裁 2011/3/8

一審懲役10月

（求刑懲役1年）
854 一審破棄 無罪 福岡県青少年健全育成条例違反（淫行）の罪 福岡高裁 2011/1/27

2011/5/25

1000 一審破棄 懲役2月 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）罪 大阪高裁 2011/11/8

923 一審破棄 罰金30万円 福岡県迷惑防止条例違反罪（痴漢） 福岡高裁



841 略式命令 罰金40万円 福岡県迷惑行為防止条例違反（盗撮）、傷害罪 飯塚簡裁 2010/12/28

b04 略式命令 罰金30万円 神奈川県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 保土ヶ谷簡裁 2010/12/8

822 略式命令 罰金70万円 長崎県少年保護育成条例違反（淫行）罪 佐世保簡裁 2010/12/1

816 無罪 求刑懲役6月 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）罪 大阪地裁 2010/11/26

一審無罪

（求刑罰金50万円）

804 無罪 求刑懲役6月 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）罪 大阪地裁堺支部 2010/11/12

799 略式命令 罰金30万円 神奈川県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 横浜簡裁 2010/11/4

786 略式命令 罰金30万円 千葉県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 千葉簡裁 2010/10/18

768 懲役8月（３） 求刑懲役8月 新潟県迷惑行為防止条例違反の罪（盗撮） 新潟地裁 2010/9/27

b01 略式命令 罰金20万円 長崎県迷惑行為等防止条例違反罪（盗撮） 長崎簡裁 2010/9/17

2010/9/8

(2010/08/20)

757 略式命令 罰金50万円 徳島県迷惑行為防止条例違反の罪（盗撮） 徳島簡裁 2010/9/3

753 略式命令 罰金50万円 東京都迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 東京簡裁 2010/9/2

739 略式命令 罰金30万円 静岡県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 沼津簡裁 2010/8/6

735 略式命令 罰金50万円 滋賀県迷惑防止条例違反の罪（痴漢） 大津簡裁 【2010/07/30】

730 略式命令 罰金10万円 神奈川県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 横浜簡裁 2010/7/23

705 無罪 求刑罰金40万円 埼玉県迷惑行為防止条例違反（痴漢）の罪 さいたま地裁 2010/6/24

692 略式命令 罰金50万円 千葉県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 千葉簡裁 2010/6/16

666 控訴棄却 懲役8月 いしかわ子ども総合条例違反（淫行）の罪 名古屋高裁金沢支部 2010/5/18

651 無罪 求刑罰金30万円 福岡県迷惑防止条例違反罪（痴漢） 福岡簡裁 2010/4/22

648 略式命令 罰金50万円 富山県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 金沢簡裁 2010/4/21

644 略式命令 罰金50万円 愛知県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 名古屋簡裁 2010/3/19

636 略式命令 罰金30万円 北海道迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 札幌簡裁 2010/3/17

587 無罪 求刑罰金50万円 愛知県迷惑防止条例違反の罪（痴漢） 名古屋地裁 2010/1/18

584 懲役8月 求刑懲役1年2月 いしかわ子ども総合条例違反の罪（淫行） 金沢地裁 2010/1/12

583 略式命令 罰金20万円 神奈川県迷惑防止条例違反などの罪（盗撮） 横浜簡裁 2009/12/24

578 略式命令 罰金100万円 神奈川県迷惑防止条例違反などの罪（盗撮） 相模原簡裁 2009/12/16

金沢簡裁

815 一審破棄 罰金50万円 愛知県迷惑防止条例違反（痴漢）罪 名古屋高裁

762 略式命令 罰金30万円 石川県迷惑行為防止条例違反の罪（盗撮）

2010/11/24



542 懲役6月（３） 求刑懲役6月 宮崎県迷惑防止条例違反の罪（わいせつ行為） 宮崎地裁 2009/9/25

528 略式命令 罰金30万円 東京都迷惑防止条例違反などの罪（痴漢） 東京簡裁 2009/7/24

527 略式命令 罰金30万円 宮城県迷惑防止条例違反の罪（痴漢） 仙台簡裁 2009/7/21

520 上告棄却 懲役4月 東京都迷惑防止条例違反の罪（痴漢） 最高裁第3小法廷 2009/6/25

518 略式命令 罰金20万円 静岡県迷惑防止条例違反の罪（盗撮） 静岡簡裁 2009/6/15

510 略式命令 罰金30万円 東京都迷惑防止条例違反の罪（痴漢） 東京簡裁 2009/5/28

503 懲役6月（３） 求刑懲役6月 岡山県迷惑防止条例違反の罪（痴漢） 岡山地裁 2009/5/13

492 控訴棄却 無罪 大阪府迷惑防止条例違反の罪 大阪高裁 2009/3/26

懲役6月（３） 福島県青少年健全育成条例違反罪

罰金10万円 （図書の収納制限など）

477 略式命令 罰金80万円 青森県青少年健全育成条例違反（淫行）の罪 青森簡裁 2009/2/17

460 懲役１年（３） 求刑懲役1年 高知県青少年保護育成条例違反の罪 高知地裁中村支部 2008/12/17

449 略式命令 罰金30万円 徳島県迷惑行為防止条例違反の罪（盗撮） 徳島簡裁 【2008/11/18】

447 上告棄却 罰金30万円 北海道迷惑行為防止条例違反の罪（盗撮） 最高裁第3小法廷 2008/11/10

437 懲役５年6月 求刑懲役8年 虚偽告訴、強盗未遂などの罪（痴漢でっち上げ） 大阪地裁 2008/10/24

2008/10/23

(2008/10/10)

418 懲役１年（４） 求刑懲役1年 青森県青少年健全育成条例違反の罪 青森地裁 2008/9/11

410 無罪 求刑懲役6月 大阪府迷惑防止条例違反の罪（痴漢） 大阪地裁 2008/9/1

2008/8/29

(2008/07/29)

407 懲役6月（３） 求刑懲役6月 滋賀県京都府迷惑行為防止条例違反罪（痴漢） 大津地裁 2008/8/21

403 懲役３年（５） 求刑懲役4年 虚偽告訴、強盗未遂などの罪（痴漢でっち上げ） 大阪地裁 2008/8/8

2008/7/11

(2008/07/08)

391 懲役6月（３） 求刑懲役6月 滋賀県青少年健全育成条例違反の罪（淫行） 大津地裁 2008/7/10

377 懲役１年（３） 求刑懲役1年 栃木県青少年健全育成条例違反の罪（淫行） 宇都宮地裁 2008/5/30

369 無罪 求刑罰金50万円 奈良県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 奈良地裁 2008/5/16

359 控訴棄却 懲役4月 東京都迷惑防止条例違反の罪（痴漢） 東京高裁 2008/4/16

394 略式命令 罰金10万円 大分県迷惑防止条例違反の罪（覗き） 大分簡裁

堺簡裁

409 略式命令 罰金20万円 埼玉県迷惑行為防止条例違反の罪（痴漢） さいたま簡裁

436 略式命令 罰金30万円 大阪府迷惑行為防止条例違反の罪（痴漢）

485 上告棄却 最高裁第2小法廷 2009/3/9



317 無罪 求刑懲役6月 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 東京地裁 2008/1/8

299 一審破棄 罰金50万円 一審無罪 兵庫県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 大阪高裁 2007/11/1

298 無罪 求刑罰金50万円 愛知県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 名古屋簡裁 2007/10/31

297 略式命令 罰金40万円 　 奈良県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 葛城簡裁 2007/10/29

293 懲役4月 求刑懲役6月 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 東京地裁 2007/10/16

278 略式命令 罰金30万円 千葉県迷惑防止条例違反の罪 千葉簡裁 2007/3/31

259 略式命令 罰金20万円 新潟県青少年健全育成条例違反の罪 簡裁 2007/2/16

258 略式命令 罰金30万円 栃木県青少年健全育成条例違反の罪 福島簡裁 2007/2/16

246 略式命令 罰金30万円 青森県青少年健全育成条例違反の罪 青森簡裁 2007/1/27

242 控訴棄却 罰金40万円 東京都迷惑防止条例違反の罪 東京高裁 2007/1/17

237 略式命令 罰金30万円 岐阜県迷惑防止条例違反の罪 岐阜簡裁 2007/1/6

224 略式命令 罰金30万円 長崎県少年保護育成条例違反の罪 島原簡裁 2006/12/5

223 懲役１年 － 愛知県青少年保護育成条例違反の罪 名古屋地裁岡崎支部 2006/12/5

222 不処分 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）の非行事実 東京家裁八王子支部 2006/12/4

220 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 静岡県青少年環境整備条例違反の罪 静岡地裁沼津支部 2006/12/2

218 無罪 求刑懲役4月 兵庫県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 大阪地裁 2006/11/30

214 懲役１年6月 求刑懲役2年 鹿児島県青少年保護育成条例違反の罪 鹿児島地裁川内支部 2006/11/23

211 略式命令 罰金30万円 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 東京簡裁 2006/11/18

209 略式命令 罰金30万円 三重県迷惑防止条例違反（盗撮）の罪 津簡裁 2006/11/16

207 略式命令 罰金30万円 大阪府迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 大阪簡裁 2006/11/15

195 略式命令 罰金50万円 静岡県青少年環境整備条例違反の罪 浜松簡裁 2006/10/14

191 略式命令 罰金30万円 滋賀県迷惑防止条例違反（盗撮）の罪 東近江簡裁 2006/10/11

188 懲役１年6月（５） 福岡県青少年健全育成条例違反の罪 福岡地裁小倉支部 2006/10/5

178 略式命令 罰金50万円 宮崎県迷惑防止条例違反（盗撮）の罪 簡易裁判所 2006/9/7

懲役１年

（猶予取消）

159 懲役8月 求刑懲役1年 静岡県迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 静岡地裁 2006/7/21

156 懲役4月（３） 求刑懲役4月 奈良県迷惑防止条例違反（盗撮）の罪 奈良地裁 2006/7/15

146 懲役3月（２） 求刑懲役4月 東京都迷惑防止条例違反（痴漢）の罪 東京地裁 2006/6/20

2006/8/11171 求刑懲役1年 静岡県青少年条例違反の罪 静岡地裁



143 略式命令 罰金20万円 兵庫県迷惑防止条例違反（盗撮）の罪 姫路簡裁 2006/6/17

135 懲役6月（３） 求刑懲役6月 青森県青少年健全育成条例違反の罪 青森地裁 2006/5/25

124 罰金40万円 求刑罰金40万円 東京都迷惑防止条例違反の罪 東京地裁 2006/4/28

121 一審破棄 無罪 一審罰金30万円 東京都迷惑防止条例違反の罪 東京高裁 2006/4/14

105 略式命令 罰金30万円 滋賀県迷惑防止条例違反の罪（盗撮行為） 大津簡裁 2006/3/15

100 無罪 求刑罰金20万円 東京都迷惑防止条例違反の罪（痴漢行為） 東京地裁八王子支部 2006/3/10

53 略式命令 罰金50万円 埼玉県青少年健全育成条例違反の罪 東京簡裁 2005/12/7

29 懲役１年10月（５） 求刑懲役1年10月 福井県青少年愛護条例違反などの罪 福井地裁 2005/10/18

26 懲役１年6月（３） 求刑懲役1年6月 熊本県少年保護育成条例違反の罪 熊本地裁 2005/10/6


