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⼤⿇所持などの検挙者 ３年連続で過去最多
低年齢化傾向強まる
2020年4⽉2⽇ 11時59分

⼤⿇を所持したなどとして検挙された⼈は、去年１年間に全国で4300⼈余りと３年
連続で過去最多を更新しました。若い世代がＳＮＳを通じて⼊⼿している実態があ
り、警察が取締りを強化しています。

警察庁によりますと、⼤⿇を所持したり栽培したりしたなどとして検挙された⼈は、
去年全国で4321⼈と前の年より743⼈増え、３年連続で過去最多を更新しました。
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この2時間のツイートが多い記事です

お笑いタレント「森三中」の⿊沢か
ずこさん 新型コロナ感染
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新型コロナ「保護者助
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新型コロナウイルス
関連 特設サイト・
特集 リンク⼀覧
4⽉3⽇

緊急報告 “コロナシ
ョック”地域の悲鳴
4⽉3⽇

あなたに合う靴はき
っとある 4⽉3⽇

感染危機の中での⽶
⼤統領選 トランプ
陣営が狙う「⼥性
票」は 4⽉3⽇

年代別では20代が最も多く1950⼈、次いで30代が1068⼈、10代が609⼈などとな
っていて、30代以下が84％を占めています。

年々低年齢化している傾向があり、中学⽣も６⼈が検挙されました。

最近は、闇サイトと呼ばれる掲⽰板以外にも、ふだん広く利⽤されているＳＮＳで、
隠語を使って匿名で取り引きするケースも増えているということです。

薬物に詳しい専⾨家は「安易な好奇⼼から⼤⿇を使⽤し、その後、覚醒剤やコカイン
などより依存性が⾼い薬物に⼿を出す若者も多い」としていて、警察庁はインターネ
ット上での取締りなどをさらに強化しています。

新型コロナ ２⽇は276⼈の感染確認 これまでで最多に
4⽉2⽇ 23時32分

新型コロナ 重症患者を優先 退院認める基準を緩和へ
4⽉2⽇ 5時54分

薬物の “ゲートウエー” 〜ＭＤＭＡ 本当の怖さ〜 News Up 11⽉18⽇

社会ニュース⼀覧へ戻る

シェアする

 特集⼀覧を⾒る

あわせて読みたい

注⽬のコンテンツ

特集

スペシャルコンテンツ

アクセスランキング

この24時間に多く読まれている記事です

ランキング⼀覧へ

新型コロナ 現⾦給付１世帯30万円
⼀定⽔準まで所得減少の世帯

1

2
新型コロナ 都内で新
たに89⼈感染 永寿総
合病院の患者２⼈死亡

3
新型コロナ 国内感染
者3129⼈（クルーズ
船除く）

4
⼩池都知事 緊急事態
宣⾔時の都の対応を説
明

5
アパホテル「軽症や無
症状の⼈ 全⾯的に受
け⼊れ」新型コロナ

ランキング⼀覧へ

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200402/k10012364171000.html?utm_int=detail_contents_tokushu_001
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012366421000.html?utm_int=detail_contents_tokushu_002
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012365111000.html?utm_int=detail_contents_tokushu_003
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012357461000.html?utm_int=detail_contents_tokushu_004
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200402/k10012363831000.html?utm_int=detail_contents_news-related_001
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200402/k10012363401000.html?utm_int=detail_contents_news-related_002
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191118/k10012181881000.html?utm_int=detail_contents_news-link_001
https://www3.nhk.or.jp/news/cat01.html?utm_int=detail_contents_back
https://www.nhk.or.jp/common/sns/help.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E5%A4%A7%E9%BA%BB%E6%89%80%E6%8C%81%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E6%A4%9C%E6%8C%99%E8%80%85%20%EF%BC%93%E5%B9%B4%E9%80%A3%E7%B6%9A%E3%81%A7%E9%81%8E%E5%8E%BB%E6%9C%80%E5%A4%9A%20%E4%BD%8E%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E5%8C%96%E5%82%BE%E5%90%91%E5%BC%B7%E3%81%BE%E3%82%8B%20%7C%20NHK%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%20%20&url=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200402/k10012363881000.html
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1491428781178288&display=popup&href=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200402/k10012363881000.html&redirect_uri=https://www.facebook.com
https://www3.nhk.or.jp/news/tokushu/?utm_int=detail_contents_tokushu_more
https://www3.nhk.or.jp/news/ranking/social.html?utm_int=all_side_ranking-social_list
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012366431000.html?utm_int=all_side_ranking-access_001
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012366631000.html?utm_int=all_side_ranking-access_002
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012365921000.html?utm_int=all_side_ranking-access_003
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012366451000.html?utm_int=all_side_ranking-access_004
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/k10012366641000.html?utm_int=all_side_ranking-access_005
https://www3.nhk.or.jp/news/ranking/access.html?utm_int=all_side_ranking-access_list
MITSUYOSHI
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ

MITSUYOSHI
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ



2020/4/4 ⼤⿇所持などの検挙者 ３年連続で過去最多 低年齢化傾向強まる | NHKニュース

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200402/k10012363881000.html 3/3

シェアする

公式Twitter/facebook ※NHKサイトを離れます

    

   

テレビ

      

 

番組⼀覧はこちら

ラジオ

  

Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation). All rights reserved.許可なく転載することを禁じます。このページは受信料で制作しています。

近江アナがＷＥＢ⾯
接やってみた︕

東京五輪・パラ １
年延期の裏側

１からわかる︕同⼀
労働同⼀賃⾦

新年度 変わるもの
は︖

2020年度予算成
⽴ おさえておきた
い数字

2020税制改正 -暮
らしどう変わる-

⼊社式まであと5
⽇ 内定取り消し

韓国総選挙

スペシャルコンテンツ⼀覧を⾒る

NHKニューストップ ＞  社会ニュース⼀覧 ＞  ニュース記事

ニュース 動画 News Up 特集 スペシャルコンテンツ NEWS WEB EASY

新着 社会 気象・災害 科学・⽂化 政治 ビジネス 国際 スポーツ 暮らし 地域

NHK NEWSWEB(facebook) NHKニュース(@nhk_news) 科学⽂化部(@nhk_kabun) 社会部(@nhk_syakaibu)

⽣活・防災(@nhk_seikatsu) 国際部(@nhk_kokusai) ネットワーク報道部(@nhk_network) ニュースきょう⼀⽇(@nhk_kyou1)

おはよう⽇本 ニュース シブ5時 ニュース7 クローズアップ現代＋ ニュースウオッチ9 ニュースきょう⼀⽇

これでわかった︕世界のいま ⼿話ニュース

らじる★らじる NHKラジオニュース NHKジャーナル

ご意⾒・お問い合わせ  NHKにおける個⼈情報保護について  放送番組と著作権  NHKインターネットサービス利⽤規約

https://www.nhk.or.jp/common/sns/help.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E5%A4%A7%E9%BA%BB%E6%89%80%E6%8C%81%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E6%A4%9C%E6%8C%99%E8%80%85%20%EF%BC%93%E5%B9%B4%E9%80%A3%E7%B6%9A%E3%81%A7%E9%81%8E%E5%8E%BB%E6%9C%80%E5%A4%9A%20%E4%BD%8E%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E5%8C%96%E5%82%BE%E5%90%91%E5%BC%B7%E3%81%BE%E3%82%8B%20%7C%20NHK%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%20%20&url=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200402/k10012363881000.html
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1491428781178288&display=popup&href=https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200402/k10012363881000.html&redirect_uri=https://www.facebook.com
http://www.nhk.or.jp/toppage/navi/news.html
https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/syukatsu/syukatsu377/?utm_int=detail_contents_special_001
https://www.nhk.or.jp/politics/?utm_int=detail_contents_special_002
https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/jiji/jiji64/?utm_int=detail_contents_special_003
https://www3.nhk.or.jp/news/special/sakusakukeizai/articles/20200401.html?utm_int=detail_contents_special_004
https://www3.nhk.or.jp/news/special/yosan2020/?utm_int=detail_contents_special_005
https://www3.nhk.or.jp/news/special/zeisei2020/?utm_int=detail_contents_special_006
https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/syukatsu/syukatsu381/?utm_int=detail_contents_special_007
https://www3.nhk.or.jp/news/word/0001021.html?utm_int=detail_contents_special_008
https://www3.nhk.or.jp/news/special/?utm_int=detail_contents_special_more
https://www3.nhk.or.jp/news/
https://www3.nhk.or.jp/news/cat01.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200402/k10012363881000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/?utm_int=all_footer_menu_news
https://www3.nhk.or.jp/news/movie.html?utm_int=all_footer_menu_movie
https://www3.nhk.or.jp/news/netnewsup/?utm_int=all_footer_menu_netnewsup
https://www3.nhk.or.jp/news/tokushu/?utm_int=all_footer_menu_tokushu
https://www3.nhk.or.jp/news/special/?utm_int=all_footer_menu_special
http://www3.nhk.or.jp/news/easy/?utm_int=all_footer_menu_easy
https://www3.nhk.or.jp/news/catnew.html?utm_int=all_footer_menu_news-new
https://www3.nhk.or.jp/news/cat01.html?utm_int=all_footer_menu_news-social
https://www3.nhk.or.jp/news/saigai.html?utm_int=all_footer_menu_news-saigai
https://www3.nhk.or.jp/news/cat03.html?utm_int=all_footer_menu_news-culture
https://www3.nhk.or.jp/news/cat04.html?utm_int=all_footer_menu_news-politics
https://www3.nhk.or.jp/news/business.html?utm_int=all_footer_menu_news-business
https://www3.nhk.or.jp/news/cat06.html?utm_int=all_footer_menu_news-international
https://www3.nhk.or.jp/news/cat07.html?utm_int=all_footer_menu_news-sports
https://www3.nhk.or.jp/news/cat02.html?utm_int=all_footer_menu_news-life
https://www3.nhk.or.jp/lnews/?utm_int=all_footer_menu_news-local
https://www.facebook.com/nhknewsweb
https://twitter.com/nhk_news
https://twitter.com/nhk_kabun
https://twitter.com/nhk_syakaibu
https://twitter.com/nhk_seikatsu
https://twitter.com/nhk_kokusai
https://twitter.com/nhk_network
https://twitter.com/nhk_kyou1
http://www4.nhk.or.jp/ohayou/
http://www4.nhk.or.jp/shibu5/
http://www4.nhk.or.jp/news7/
http://www.nhk.or.jp/gendai/
http://www4.nhk.or.jp/nw9/
https://www4.nhk.or.jp/news-kyou1/
http://www4.nhk.or.jp/sekaima/
http://www.nhk.or.jp/shuwa/
http://www.nhk.or.jp/radio/
http://www.nhk.or.jp/radionews/
http://www4.nhk.or.jp/nhkjournal/
https://www.nhk.or.jp/
https://www.nhk.or.jp/css/
https://www.nhk.or.jp/privacy/
https://www.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/copyright.html
https://www.nhk.or.jp/rules/

